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Ⅰ．調査研究概要
■プログラム名：重要政策課題への機動的対応の推進
■課題名：漢方抗酸化能による動脈硬化・脳内老化予防の体系的評価手法開発
■中核機関名：慶應義塾大学
■研究代表名（役職）：渡邉賢治
■調査研究実施期間：１年間
■調査研究総経費（調整費充当分）：総額３０百万円 （間接経費込み）
１．調査研究の趣旨
超高齢社会を迎え、高齢者が生産性を保ちながら長生きすることが重要な課題である。しかしながら
老年期痴呆などの脳内老化が医療のみならず大きな社会問題となっている。一方それを支える壮年期の
生産者には、心筋梗塞、脳梗塞といった動脈硬化性の疾患への危険性が増大している。こうした疾病構
造の変化を背景に増え続ける医療費を抑制するためにも、予防医学の確立が重要かつ急務である。漢
方医学には古来より「未病を治す」という言葉があり、予防医学を重視している。事実動脈硬化や脳内老
化が生体での酸化ストレスを誘因とした慢性炎症により進行するのに対して、生薬製剤である漢方薬には
抗酸化の機能があり、それら疾病の進展予防に大きな期待がかかっている。しかしながら従来の漢方薬
抗酸化能に関する研究は、in vitro での評価がほとんどであり、生体での評価手法が確立されていない。
本研究では、動脈硬化・脳内老化に対する予防医学領域での漢方薬の適切な評価手法の開発・確立を
目的とした。
動脈硬化や脳内老化は酸化ストレスならびに慢性炎症がその原因とされていることから、生体内での
酸化ストレスおよび慢性炎症を評価する種々のマーカーが開発されているが、単一のマーカーで評価す
ることは不十分と考えられており、ましてや漢方抗酸化能を的確に評価する手法は確立されていない。本
研究では、既知および新規の酸化ストレス/炎症バイオマーカーをその評価機能に応じ、複合して適用・
検討することにより、どのような病態に対しどのバイオマーカーでの評価が適しているのか、また、漢方薬
の抗酸化・抗炎症効果を評価するためにはどのような指標・評価法が適切であるのかについて研究した。
これにより、漢方抗酸化能による動脈硬化・脳内老化予防の体系的評価手法を開発・確立することを目
標とした。
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２．調査研究の概要
酸化ストレス/炎症に関連する指標として、１）従来個々に測定されてきた酸化バイオマーカー（ヒドロペ
ルオキシド等）・炎症バイオマーカー（ニトロチロシン等）を対応モノクローナル抗体チップにより単一回で
網羅的に評価する系を確立すると共に、２）細胞内レドックス制御に基づく低分子チオールの酸化型/還
元型比の新規評価法を確立した。前者は、日・週単位の中・長期的な酸化ストレス/炎症による生体変化
評価に適しており、後者は、時間単位の短期的な評価に適している。これらを、病態や処方漢方薬に合
わせ複合して適用評価し、漢方の酸化ストレス/炎症抑制の体系的評価手法を開発した。
さらに動脈硬化について、動脈硬化バイオマーカー（アディポネクチン等）を対応モノクローナル抗体
チップにより評価した。また脳内老化に関しては、ドーパミンの酸化修飾型などの新規バイオマーカーや、
炎症性サイトカインの評価法を開発・確立すると共に、脳内老化で認められる脱髄の程度を評価する手
法も確立した。これらの評価を加えることにより上段の体系的評価手法を、漢方の動脈硬化・脳内老化予
防の評価手法として確立させた。 以上の評価法の開発・確立は、基礎研究から疾患モデル動物実験、
臨床試験を経ながら、常にフィードバックを掛けつつ効率的に推進された。

2

３．調査研究の全体像
慶應義塾大学（渡邉たち）は、低分子チオールの酸化型/還元型比を高速液体クロマトグラフィで測定
する手法を確立していた。本手法を用いることで、その時点での酸化ストレスの状態を正確に評価するこ
とが可能であり、短時間の変化を把握する。名古屋大学（大澤たち）は、酸化ストレス/炎症マーカーの開
発をライフワークとしており、それらを集積しモノクローナル抗体チップとして解析することを目標に開発を
続けてきており、本研究でも抗体チップによる評価を実施した。この手法で中・長期の変化を把握した。慶
應義塾大学（伊藤たち）は腎臓・内分泌・代謝内科の専門医として、糖尿病腎不全の動脈硬化進展に注
目しその予防研究を行っている。糖尿病で腎不全になると急速に動脈硬化が進展することが知られてお
り、作成する糖尿病腎不全モデル動物や血液透析患者で実証評価を行った。国立長寿医療センター研
究所（丸山たち）は、アルツハイマー病やパーキンソン病などの脳内老化に伴うバイオマーカーを探索し
ており、いくつかのマーカーを見出していた。これらのバイオマーカーによる評価を、脳内老化モデルマ
ウスを用いて実施した。また、脳内老化によって起こる脱髄の程度を酵素免疫測定法（ELISA）にて測定
する方法を慶應義塾大学（山本たち）が開発しており、この手法により種々の脳内老化モデル動物にお
ける脱髄程度を評価した。

手法の開発

中・長期的
酸化変化評価

短期的
酸化変化評価
低分子チオール
脱髄評価

酸化修飾タンパク
抗体チップ

生体での検証

脳内老化予防
効果評価

動脈硬化予防
効果評価
糖尿病腎症患者ならび
にモデル動物

脳内老化バイオマーカ
老化遺伝子改変動物

漢方抗酸化能による動脈硬化
・脳内老化予防
予防効果の
効果の
漢方抗酸化能による動脈硬化・脳内老化
酸化ストレスマーカーによる
体系的評価手法確立
確立
酸化ストレスマーカーによる体系的評価手法
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４．調査研究の体制
実施体制一覧

研 究 項 目

1. 酸化還元（レドックス）制御に基づく漢方抗酸化能
評価研究

担当機関等

慶應義塾大学医学部漢方医学講座

酸化能評価研究

3. 漢方抗酸化能による動脈硬化予防のモデル動物
実験と臨床試験

4. 漢方抗酸化能による脳内老化予防のモデル動物
実験と臨床試験

◎渡邉賢治（准教授）

慶應義塾大学医学部漢方医学講座

西村甲（講師）

慶應義塾大学医学部漢方医学講座

石毛敦（講師）

慶應義塾大学医学部漢方医学講座

2. 酸化ストレス/炎症バイオマーカーによる漢方抗

研究担当者

宗形佳織

名古屋大学大学院生命農学研究科

○大澤俊彦（教授）

名古屋大学大学院生命農学研究科

柴田貴広（助教）

慶應義塾大学医学部内科学教室

○伊藤裕（教授）

慶應義塾大学医学部内科学教室

林晃一（講師）

国立長寿医療センター研究所

○丸山和佳子（部長）

国立長寿医療センター研究所

溝口和臣（室長）

慶應義塾大学医学部漢方医学講座

渡邉賢治（准教授）

慶應義塾大学医学部漢方医学講座

石毛敦（講師）

慶應義塾大学医学部漢方医学講座

西村甲（講師）

慶應義塾大学医学部漢方医学講座

築地謙治

東京都老人総合研究所

阿相皓晃（部門長）

◎ 代表者
○ サブテーマ責任者
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推進委員会

氏

名

◎渡邉 賢治

所

属

慶應義塾大学医学部漢方医学講座 准教授

石毛 敦

慶應義塾大学医学部漢方医学講座 講師

西村 甲

慶應義塾大学医学部漢方医学講座 講師

大澤 俊彦

名古屋大学大学院生命農学研究科 教授

柴田 貴広

名古屋大学大学院生命農学研究科 助教

伊藤 裕

慶應義塾大学医学部内科学教室 教授

林

慶應義塾大学医学部内科学教室 講師

晃一

丸山和佳子

国立長寿医療センター研究所老年病研究部 部長

（外部有識者）
阿相皓晃

東京都老人総合研究所神経生物学部門 部門長

◎ 推進委員長
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Ⅱ．経費
１．所要経費
（直接経費のみ）

(単位：百万円)

研 究 項 目

(１) 酸化還元（レドックス）制御に基づ
く漢方抗酸化能評価研究
(2) 酸化ストレス/炎症バイオマーカー
による漢方抗酸化能評価研究
(3) 漢方抗酸化能による動脈硬化予
防のモデル動物実験と臨床試験
(4) 漢方抗酸化能による脳内老化予
防のモデル動物実験と臨床試験

所要経費

研 究

所要経費

担当者

合計

慶應義塾大学医学 渡辺 賢治

13.4

担当部署等

部漢方医学講座
名古屋大学大学院 大澤 俊彦

3.1

生命農学研究科
慶應義塾大学医学 伊藤 裕

3.6

部内科学教室
国立長寿 医 療セン 丸山 和佳子

4.0

ター研究所

（合 計）

－

－

24.0

２．使用区分
（単位：百万円）
慶應義塾大学

名古屋大学

国立長寿医療セ

計

ンター研究所
設備備品費

0.0

0.0

0.0

0.0

試作品費

0.0

0.0

0.0

0.0

消耗品費

10.4

3.0

3.9

17.3

人件費

0.0

0.0

0.0

0.0

その他

6.5

0.1

0.1

6.7

間接経費

5.1

0.9

0.0

6.0

計

22.0

4.0

4.0

30.0

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した機関名】
該当なし
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Ⅲ．調査研究成果
１．調査研究成果の総括
１．１ 酸化ストレス評価手法の開発
１．１．１ 低分子チオールによる短期的酸化変化評価手法の開発
今回の研究において in vivo での抗酸化指標としての低分子チオール測定の測定法を確立した。ここ
で確立された測定法は従来の低分子チオール測定法に要した時間を大幅に短縮できている上に、簡便
である。今後は他の酸化マーカーと照らし合わせその整合性とり、マーカーとしての確立を目指す。
また、動物実験においては低分子チオール全体の動きとしても興味深い事象が認められた。すなわち
全てのチオールが総じて増加もしくは減少する事はなく、それぞれのチオールによって異なる役割りを担
っている可能性も示唆された。
さらに種々の漢方薬（十全大補湯、牛車腎気丸、黄連解毒湯、補中益気湯）の抗酸化能を合わせて検
討した結果、ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの研究では十全大補湯、牛車腎気丸
の投与によってシステインの還元型／酸化型バランスの変化が認められ、慢性腎不全モデルラットの研
究では補中益気湯の投与によってホモシステインの還元型／酸化型バランスの変化の傾向が認められ
た。これらの結果はまだ実験系や実験動物の数などの問題があるが、漢方薬に抗酸化能がある可能性を
示唆したものと考えられる。
しかしなからオーセンテックサンプルでは問題がないものの、生体試料ではシステニルグリシンやホモ
システインで結果を得ることができないサンプルがあった。このことよりさらに測定の感度を上げる必要性
があると考えられた。また、血液中に含まれる酵素の反応阻害の為に採血後の処理を非常に迅速に低温
で行なう必要があり、実際の臨床の現場ではまだ困難な点がある。これらの問題点を解決すべく引き続き
低分子チオール測定系の改良が必要であると考えられた。
今後は臨床研究も含めてさらに低分子チオール研究を進め、データを蓄積する必要があると考えられ
るが、酸化ストレスマーカーとしての低分子チオールを提唱していく予定である。
１．１．２ 酸化修飾物マーカーによる中・長期的酸化ストレス評価手法の開発
本調査研究では、「モノクローナル抗体」を利用した「抗体チップ」の利用による酸化ストレス評価法の
確立のための調査研究を行った。これまでのわが国のプロテオーム解析技術の進展を背景に、新たに血
清タンパク質や尿のような非侵襲的な素材を対象に、われわれが研究を進めてきた炎症反応や脳内老
化に関連した酸化ストレスに特異的な新しいモノクローナル抗体の作製の現状を調査、検討を行うととも
に、「抗体チップ」開発の基盤的研究を行った。このように確立された疾患予防評価法を利用して、最終
的にはヒト臨床試験への応用のためのガイドラインの作成を目標として調査研究を進めた。まず実際のヒ
ト臨床レベルで、漢方や鍼灸の使用の前後での有意な発現タンパク質の差の定性的・定量的な検索と作
用機序の解明を行い、疾患予防を目的とした未病診断技術への応用も重視し、特に、漢方処方の分野
への応用の可能性の検討を進めた。
漢方処方の動物の臓器、血液などについては、慶應義塾大学渡辺准教授の研究グループより試料提
供を受け、抗体チップや ELISA 法により測定を行った。新たな研究分野である代替医療の分野で、今ま
でに培った酸化ストレスバイオマーカー評価技術を中心に、プロテオミクス解析技術により、脳内老化制
御や肥満、Ｉ型アレルギーなどの未病段階での解析を行うため、尿、血液を対象に、特に、漢方処方によ
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る疾患特異的な酸化ストレスバイオマーカーに特異的なモノクローナル抗体を利用した評価技術の確立
と応用のための基盤的な調査研究を進めることができ、このような研究アプローチを行うことは、これまで
にない新しい調査研究展開として大きく期待される。
１．２ 漢方抗酸化能による動脈硬化予防効果評価
補中益気湯の抗酸化作用は、生体外の検討において強力な作用を示すことが報告されている。
しかしながら、本漢方薬を生体内に投与することにより、実際に抗酸化作用を示すか否かについ
ては明らかにされていなかった。本研究では、糖尿病ならびに慢性腎臓病動物モデルのみならず、
慢性腎臓病患者においても補中益気湯が抗酸化作用を示し、その結果心血管病変の抑制に寄与す
る可能性が示唆された。とくに HEL は動物ならびにヒトにおける検討のいずれにおいても、減
少傾向を示したことは特筆すべきであり、今後腎臓病に抗酸化作用を評価するマーカーとして有
用であることが考えられた。
現在、西洋医学の発達により多くの薬剤が開発されており、臨床使用されている。一方、生活
習慣病では、患者の生活を通して永年にわたって薬剤を服用しなければならない。この観点から
みると、漢方薬は古来より使用されており、副作用に関しては熟知されており、比較的安全に使
用できると考えられている。このような状況を考慮すると、漢方薬を西洋医学に取り入れて併用
することが治療戦略のひとつと考えられる。今回の基礎ならびに臨床研究により、補中益気湯の
生体内での効果がある程度立証できたと考えられる。今後、より規模の大きい試験ならびにさま
ざまな基礎疾患を用いた研究により、生体内での漢方薬の抗酸化能を実地臨床に適応できるので
はないかと推測される。
１．３ 脳内老化マーカーの開発と評価
１．３．１ 脂質過酸化修飾タンパク質を中心とするマーカー探索と評価
ヒト脳神経細胞には多価不飽和脂肪酸 (polyunsaturated fatty acid, PUFA) が多量に含まれ、膜の流
動性を高めることによりシナプスの可塑性、膜に存在する機能分子（受容体やチャンネルなど）の機能を
保っている。多価不飽和脂肪酸には n-6 系の arachidonic acid (AA)、Linolenic acid (LA)、n-3 系の
docosahexaenoic acid (DHA)、eicosapentaenoic acid (EPA)などがある。特に DHA や EPA は魚油を中心と
した食品からの摂取が必須であり、疫学的には油と多く含む魚(oily fish)の摂取量が多い群はアルツハイ
マー病、パーキンソン病などの神経変性疾患の罹患率が低いとされる。しかしながら、PUFA は酸化を受
けることにより有害な過酸化脂質を生成し、神経毒性を示す可能性がある。
DHA や EPA は吸収、代謝を経て血液—脳関門を通過し、アストロサイトから神経細胞へと供給される。
そのどこかの過程で酸化ストレスが高まった状態が引き起こされると DHA、EPA 由来の過酸化脂質が生
成される。これらの過酸化脂質は一般的な酸化ストレスマーカーとして有用であるだけでなく、脳神経細
胞の脂質二重膜を構成する成分変化を通して脳の老化、あるいは老化に伴う神経変性疾患のバイオマ
ーカーとなる可能性がある。アルツハイマー病、パーキンソン病に対する現在の治療法は変性をきたした
神経細胞の神経伝達を補う対症療法であり、一旦失われた神経細胞を再生させることはできない。これら
神経変性疾患の未病マーカーを開発し、酸化ストレスの観点から細胞死を防御する食品、生薬、漢方成
分を開発することがまさに現在求められている課題である。今回の研究では未病マーカーとしての PUFA
酸化物を中心に研究を行った。
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１．３．２ 脱髄マーカーの開発と評価
漢方薬人参養栄湯には MBP を介して脱髄細胞の再髄鞘化をすることが示された。再髄鞘化を担う細
胞はオリゴデンドロサイトであるが、人参養栄湯には前駆細胞からの成熟も促進し、さらに髄鞘化を可能
にすることが示された。
本漢方薬の効果を臨床的に証明するためにはその評価法を確立しなくてはならない。本研究では評
価法の確立を目指し、MBP のアイソフォームに着目し、どのアイソフォームを認識するのが最も適正評価
につながるのかについての基礎研究を行った。
本研究は現在も継続中であり、その成果については本報告書にはすべて記載しきれないが、別の形
で報告していく予定である。
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２．調査研究成果の本文
２．１ 酸化ストレス評価手法の開発
２．１．１ 低分子チオールによる短期的酸化変化評価手法の開発
２．１．１．１ 背景
肥満、糖尿病、動脈硬化症などの、いわゆる生活習慣に起因する病気は、その発症や進展に酸化スト
レスの関与が指摘されている。これまでに、血清中のグルタチオンペルオキシダーゼ活性やスーパーオ
キサイドディスムターセ（SOD）活性、さらに化学発光物質などが酸化ストレス指標として測定されてきた。
しかし、これらの指標は in vivo における酸化ストレスを反映しているとは言えず、直接的な酸化ストレスを
表すものではない。システインやホモシステイン、システニルグリシン、グルタチオンといった低分子チオ
ール（図-1）は、ヒトの血清中にも存在し、その酸化還元平衡を通して、生体に生じるこの酸化ストレスに
対する防衛作用の一役を担っていると一般的には考えられている。しかしながら、酸化ストレス自体が生
化学的には明確でないように、低分子チオールの一役もまた、その詳細は明らかでない。その理由は、
簡便でありながら、精密さ、正確さが保たれている分析法が無かった為、臨床での測定例が、数、種にお
いて少なく、十分な解析がなされていないからである。したがって、臨床応用に耐えられる程度の正確か
つ精密を有し、簡便で安価な分析方法の確立が、この分野の発展には必要である。これまでに、いくつ
かの測定法が報告されているが、臨床応用に耐えるという条件で幾つか問題点がある。報告されている
方法は、免疫測定法などは少数で、その多くは、分配やイオン交換ＨＰＬＣ法である。検出系は特異性の
高いマススペクトログラフィーが主流である。これらの方法はコストパフォーマンスが低い。 前蛍光標識Ｈ
ＰＬＣ法は、コストパフォーマンスは高いが、マススペクトログラフィーによる検出法に比べ、特異性に問題
がある。多量の検体を分析する臨床応用にコストパフォーマンスの高い前蛍光標識ＨＰＬＣ法が有利と考
えられるが、この特異性の問題点を克服する必要がある。その問題点の幾つかの要因は、生体試料中の
目的物質の不安定性と、標準試料中の混在物質の測定系への干渉、そして酸化型チオールから還元型
チオールを得る還元反応の収率の変動である。前蛍光標識ＨＰＬＣ法に対するこれの要因の影響は大き
い。本研究において、前蛍光標識ＨＰＬＣ法を基礎として、特異性を向上させる為に幾つかの検討を加え
て、臨床応用に耐えうる方法を確立し、加えて酸化モデルマウスの血液試料にこれを適用し、臨床的に
意義ある結果を得たので報告する。

図-1 低分子チオール構造式
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２．１．１．２ 原理
免疫機構やストレス応答の為には細胞内の ATP レベルおよび NAD(P)H/NAD(P)+比の維持が必要とさ
れる。しかしながら NAD(P)H および NAD(P)+は細胞外には出ない為、直接測定する事は不可能である。
そこで NAD(P)H/NAD(P)+の交換反応に基づいたチオール基（ NADH＋H++XS-SX ⇔ NAD+＋2XSH ）
や水酸基の酸化還元反応による可逆的構造変化を生体におけるレドックス変化と考えると、生体内で発
生する活性酸素とその消去系である抗酸化酵素によるレドックス制御は細胞の活性化におけるシグナル
伝達系において極めて重要な役割を担っている。これらのことより酸化ストレスの化学的実体の一つであ
る過酸化物の増大を知るためには、従来測定されているグルタチオンペルオキシダーゼ活性よりその反
映である低分子チオールの酸化型-還元型比の分析が有効であると考えられる。さらに、酸化ストレス増
大は局所的に起こる場合もあるが、全身を循環する血液中の低分子チオールの酸化型-還元型比を分
析することにより、局所の平衡の偏りも検知し得ると考えた。そこで酸化ストレスを表すマーカーとして低分
子チオールに着目し、より簡便でより正確な酸化状態を示す測定法の確立を試みた。
低分子チオールとはシステイン、システニルグリシン、ホモシステイン、グルタチオンを指し、共通して
SH 基を持っている。そこでタンパク除去処理の後、SH 基を測定のターゲットとした蛍光物質（SBD-F）を
使用する事により還元型の測定をおこない、酸化型はジスルフィド還元剤（TCEP neutral pH）を使用して
SH 基を露出させ、total 値として測定した（図-2）後、計算により算出する。
生体試料中の低分子チオールの不安定性は試料中の酵素によることから、採血後短時間で低温除タン
パク操作を行うことで、一定の分析精度を得ることが可能となった。さらに、除タンパク操作に用いる除
タンパク剤、生体試料中の酸化型の低分子チオールの還元に用いる還元剤として、低分子チオール
を安定に保ち得るものを選択した。さらに、酸化型は還元して還元型とし、還元型、酸化型双方とも還
元型として分析するにもかかわらず、酸化型、還元型それぞれの検量線を作成することで、酸化型の
還元反応の収率を補正した。

図-2 低分子チオール測定の原理
２．１．１．３ 試薬
L-cystine、DL-Homocysteine、DL-Homocystine、Cys-Gly、oxidized Cys-Gly、Glutathion (GSH)、
Glutathion oxidized form (GSSG)、N-Acetyl-L-cysteine、Sodium borate、スルホサリチル酸は SIGMA から
購入した。L-cysteine はシグマアルドリッチから購入した。リン酸、アセトニトリル、塩酸は和光純薬工業か
ら購入した。2Na-EDTA、SBD-F は同仁化学から購入した。TCEP neutral pH は PIERCE から購入した。
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２．１．１．４ HPLC
HPLC は島津製作所製を使用した。カラムは Thermo HK30103-154630 を使用した。20ul の HPLC 検
体は SOD カラムを流速 1ml/min、カラム温度 40℃の条件で流し、excitation 380nm、emission 510nm で計
測する。移動層 A は 0.15M リン酸、移動層 B は 100%アセトニトリルであり、その分配は以下の通りである：
0-20 分 2% B；20.1-25 分 4% B；25.1-27 分 15% B；27.1-30 分 15% B；30.1-45 分 2% B。
２．１．１．５ 実験系の確立
正確な低分子チオール測定の為に、SH 基を測定ターゲットとした蛍光物質（SBD-F）の濃度検討、低
分子のチオールのみを測定し（血液中には大量のアルブミンが存在し、それらもまた SH 基を持つ。それ
らのチオールはタンパク結合型チオールと称され、低分子チールとは分けて考察される）またチオール分
解酵素を除く為のタンパク除去剤の種類と濃度の検討、およびジスルフィド還元剤（TCEP neutral pH）濃
度の検討を行なった。その後還元型検量線および酸化型検量線、同時再現性、未知検試験のデータを
とり、実験系の確立を行なった。
２．１．１．６ 蛍光物質濃度の検討
我々は初めに SH 基を測定のターゲットとした蛍光物質（SBD-F）の濃度検討を行なった。SBD-F 6mM、
8mM、10mM 濃度でそれぞれ 2uM〜100uM の検量線を試行し、理論的蛍光強度を示すか否かを判定し
た結果、SBD-F 6mM および 8mM では理論値の蛍光強度に達していないとの結論を得、SBD-F 濃度を
10mM に定めた。
図-3 に SBD-F 6mM での結果を示す。100uM 時の蛍光強度を 100%として計算した場合、システイン
（Cys）では 5uM、システニルグリシン（Cys-Gly）では 10mM、ホモシステイン（HCys）では 20uM、グルタチ
オン（GSH）では 20mM を頂点にプラトー状態に至ることが見てとれ、SBD-F 濃度が不足している事が分
かる。

図-3 SBD-F 濃度の検討
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２．１．１．７ タンパク除去剤の検討
ヒト血液を用いて添加回収率を測定する事によりタンパク除去剤の種類と濃度の検討を行なった。タン
パク除去剤としてトリクロロ酢酸（TCA）とスルホサリチル酸（SSA）を使用した。それぞれ final %が 2.5％、
5％、10％、15％になるように濃度を調整し添加回収率を測定した。その結果、SSA 2.5％濃度において
良好な添加回収率が認められた。
図-4 にそのデータを示す。TCA ではシステニルグリシン、ホモシステイン、グルタチオンの回収率が非
常に低く、濃度が高くなるとシステインは異常に高い値になる事が示された。一方で SSA は低濃度では安
定した回収率を示したが濃度が高くなるとホモシステインの回収率が低下した。

①

②

図-4 2 種のタンパク除去剤による添加回収率の相違
①は TCA を使用した時の添加回収率を示す
②は SSA を使用した時の添加回収率を示す
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また一方で添加回収率が高くともタンパク除去率が低くては低分子のチオールのみでなくタンパク結
合型チオールを測定含めて測定している可能性もあり、チオール分解酵素を除くこともできておらず、正
確な低分子チオールの測定とは言えない。そこで同データよりタンパク除去率を算出した。内部標準物
質により正規化された AREA 値が低い値を示すもの程 SH 基（タンパクを含む）が少ないと考えられる。そ
の結果、このデータからも SSA 2.5％において優秀な結果を得た。これらの結果よりタンパク除去剤は SSA
2.5％で使用する事と定めた。
図-5 にデータを示す。TCA ではタンパク除去率は SSA に比して総じて低いがホモシステインでは
2.5％濃度でも測定不能域まで脱してしまう事、および前述の添加回収率の悪さより TCA は使用不可と判
断された。SSA はシステニルグリシンで濃度依存的にタンパク除去率が低下する減少といった不可思議な
点も認められたが、前述した添加回収率のデータにおいて良い結果であった SSA 2.5％濃度がタンパク
除去率においても実験上問題がないと判断された。

①

②

図-5 2 種のタンパク除去剤によるタンパク除去率の相違
①は TCA を使用した時のタンパク除去率を示す
②は SSA を使用した時のタンパク除去率を示す
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２．１．１．８ 還元剤濃度の検討
ジスルフィド還元剤として TCEP neutral pH を使用した。TCEP neutral pH はこれまで SH 基還元剤とし
て一般に使用されてきた Dithiothreitol（DTT）よりも安定で効果的、かつ空気酸化に対してより耐性の水
溶性ジスルフィド還元剤である。また neutral pH の為、サンプルの pH に左右されずに使用が可能である。
TCEP neutral pH の適用量を検討する目的で酸化（SS）型のオーセンティックサンプル 5uM、10uM、50uM
をそれぞれ TCEP neutral pH 2.5％、5％、10％濃度で測定した。内部標準物質により正規化された
AREA 値が高い値を示すもの程、還元率が高い TCEP neutral pH 濃度と考えられる。後に還元率を考慮
に入れた計算を施すものの、実験のレベルで還元率が高いに越した事は無い。実験の結果 TCEP
neutral pH 2.5％の時に最も高い AREA 値を得た。このことより TCEP neutral pH は 2.5％で使用する事と
定めた。
図-6 にデータを示す。SS 型濃度別に示すデータよりサンプル濃度が薄い時ほど TCEP neutral pH の
濃度の相違による影響が大きく、TCEP neutral pH 2.5％の時に最も正規化 AREA の値が大きくなることが
認められた。また TCEP neutral pH 濃度別に示すデータより TCEP neutral pH 濃度が高い時ほどサンプ
ル濃度の相違による影響が大きくブレが大きい（R2 値）事が認められた。これらの事象より還元率が高く、
ブレの少ない TCEP neutral pH 濃度は 2.5％であると考えられる。

①

②

図-6

TCEP neutral pH 濃度の検討
①は SS 型濃度別に示した

②は TCEP neutral pH 濃度別に示した
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２．１．１．９ 還元型検量線および酸化型検量線
上記の条件下で、還元（SH）型オーセンティックサンプル、酸化（SS）型オーセンティックサンプルにつ
いてそれぞれについて 2uM、5uM、10uM、20uM、50uM、100uM 濃度を還元処理法および（還元型＋酸
化型）処理法で測定し、検量線を描いた（図-7）。
還元処理法とはサンプル中にある SH 基量を測定する方法で SH 基が露出している還元型のみが測定
できる方法であり、そのまま還元型値として得られる。一方（還元型＋酸化型）処理法はジスルフィド還元
剤（TCEP neutral pH）を使用して SS 型を還元して SH 基を露出させて SH 基量を測定する為、得られる
値は（サンプル中に含まれる還元型の SH 基＋サンプル中に含まれる酸化型であった SH 基）の値になる
（以後 total 値と表現する）。さらに、酸化型であった SH 基は酸化型量としては理論上測定される SH 基量
の 1/2 量であったことになるが、それは還元剤が 100％働いた場合の事であり、実際にはほぼあり得ない。
これらの事より測定時毎に還元剤の還元効率を考慮する計算が必要であり、さらに検量線は SH 型を還
元処理法で処理したデータと SS 型を（還元型＋酸化型）処理法で処理したデータが必要である。そこで
以下の計算式が成り立つ。
SH 型＝還元処理値
SS 型＝total 処理値-還元剤の還元効率×還元処理
※還元剤の還元効率＝0.5／ [ SH 型還元処理法検量線角度
／SS 型（還元型＋酸化型）処理法検量線角度 ]
このようにして得られた SH 型と SS 型の比率より低分子チオール平衡の偏りを得る事が可能となる。
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理論値＝

SS 型（還元型＋酸化型）処理法
角度/SH 型還元処理法角度

2.09

1.82

1.80

1.79 ２

図-7 還元型検量線および酸化型検量線
２．１．１．１０ 同時再現性
ついで測定系の安定性を検証するために同時再現性を確認した。SH 型、SS 型それぞれについて
10uM、100uM、血漿＋100uM、血漿＋1000uM のサンプルを各 3 サンプル準備し、乱数表によりアトラン
ダムに 3 回ずつ測定を行なった。
その結果 SH 型サンプルの還元処理法では HPLC による変動値（CV 値）は 15 以下に収まったが、手
技もしくは時間による CV 値には一部有意差が認められた（表-1）。これは時間経過によるサンプルの劣
化の可能性がある。そこで一度に処理するサンプルは 12 本までが適正と考えられたが、総じて、SH 型サ
ンプルの還元処理法の同時再現性には問題がないことが示唆された。
SS 型サンプルの（還元型＋酸化型）処理法では HPLC による変動値（CV 値）は 15 以下に収まり、手技
もしくは時間による CV 値には有意差が認められなかった（表-2）。このことよりサンプルの安定性が高いこ
とが考えられた。よって SS 型サンプルの（還元型＋酸化型）処理法の同時再現性にも問題がないことが
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示唆された。
また両検討においてリテンションタイムの CV 値は非常に低い値であった。

表-1 SH 型サンプル還元処理法の同時再現性

表-2 SS 型サンプル（還元型＋酸化型）処理法の同時再現性
２．１．１．１１ 未知検試験
さらに実験系の正当性を検証する目的で未知検試験を行なった。オーセンティックな 50uM の SH 型お
よび 100uM の SS 型サンプルを 10 : 0、8 : 2、6 : 4、4 : 6、2 : 8、0 : 10 の比率で混合し、還元型処理法
および（還元型＋酸化型）処理法で測定を行ない、混合比通りの測定が可能であるかを検討した。同様
に 100uM 濃度の検討も行なった。
その結果、約±10 のブレがあるものの、混合比率どおりに中央付近で SH 型と SS 型の値が交叉する結
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果を得ることができた。図-8 に 50uM 濃度測定の結果を提示する。なお 100uM においても同様の結果を
得ている。

図-8 未知検体試験
以上のテストより低分子チオール測定系が確立した（表-3）。しかしながらこれまでのテストはオーセン
ティクサンプルでの測定系であり、生体サンプルによるものではない。生体サンプルについてはその中に
含有する分解酵素や阻害物質、低分子ではないチオールの存在などが考えられ、それらを的確に除き、
さらに測定系には無害な前処置が必要であると考えられる。
また実際の医療現場における採血状態から、サンプルの保存についても検討する必要があると考えられ
る。
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表-3 低分子チオール測定系
検討により定められた部分については赤字で示した
２．１．１．１２ 臨床への応用
前述したように生体サンプルについてはその中に含有する分解酵素や阻害物質、低分子ではないチ
オールの存在などが考えられ、それらを的確に除き、さらに測定系には無害な前処置が必要であると考
えられる。
これまでの報告や自己の研究においても血液中の還元型チオールは非常に不安定であり、秒速で同
一還元型チオール同士、もしくは他の還元型チオールとジスルフィド化してしまう。システインは 2 量体の
酸化型であるシスチンに、システニルグリシンは 2 量体の酸化型である oxid-システニルグリシンおよびシ
ステインと結合したシステニルシステニルグリシンに、ホモシステインは 2 量体の酸化型である oxid-ホモシ
ステシンおよびシステインと結合したシステニルホモシステインに、グルタチオンは 2 量体の酸化型である
oxid-グルタチオンに数秒間で変化してしまう。これらの事より採血後の速やかな処理が必須である。
また実際の医療現場における採血状態から、サンプルの保存についても検討する必要があると考えられ
る。採取される血清サンプルを保存し、測定時に測定条件に応じたサンプル量を処理することが可能で
あれば、日々変動するサンプル量に左右されず、コンスタントに測定が行なう事ができる為、非常に測定
が容易である。
そこでまず、血漿採取の条件を検討した後、そのサンプルについてサンプル保存の検討を行ない、生
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体サンプルにおける低分子チオール測定のプロトコールを完成させた。
２．１．１．１３ 血漿採取の条件検討
生体サンプル中に含有する分解酵素や阻害物質、低分子ではないチオールを除去する手段として抗
体や酵素を使用する方法も考えられるが、測定系に影響を及ぼさないという条件をクリアするのは非常に
困難である。そこで今回はシンプルに低温度でサンプルを処理する事で酵素を不活性状態にする方法
を採択した。
そこでまず基礎検討として分解酵素の至適温度に至らないよう氷中で血漿サンプルを処理した場合の
還元型チオール量を測定した。1 秒後、5 秒後、10 秒後、30 秒後、60 秒後、300 秒後、900 秒後、1800
秒後で時系列をとり、各時間までタンパク除去剤（SSA）を加えずに血漿サンプルを氷中に放置した。
その結果を図-9 に示す。システニルグリシン、ホモシステイン、グルタチオンにおいて 5 分後には約 3〜4
割の減少、15 分後には約 4〜6 割の減少、30 分後には約 6〜8 割の減少が認められた。これらのことより
サンプルを氷中に置くことにより多少スピードは遅くなるものの分解を止めることはできないことが示され
た。

図-9 氷中サンプル処理時の血漿中還元型低分子チオール残存率
上記の実験結果より還元型チオールの構造を維持したまま測定することは時間との闘いであり、全血
から血漿を得る作業においても細心の注意が必要であると考えられた。
採血直後に冷却を開始しても数秒間は生体中での温度を保っており、酵素が多少働いてしまう。そこで
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できるだけ速い酵素除去（タンパク除去剤の添加）の為に全血から血漿を得る遠心分離時間の短縮も求
められる。
冷却器付き卓上遠心分離機を使用し、設定温度 0℃、回転数 1900g の条件下で遠心分離時間を 2 分、
3 分、5 分で検討を行なった。
表-4 に結果を示す。3 分後の還元型値が最も高値であり、5 分後になると還元型グルタチオンの値が
測定不能になる。遠心分離後の血液状態は目視観察で 2 分間の遠心分離では分離が不十分であった
（data not shown）。これらのことより血漿分離の為の遠心分離時間は 2 分もしくは 3 分が適切と考えられ
た。

表-4 血漿分離の為の遠心分離時間の検討
２．１．１．１４ サンプル保存の検討
サンプル保存ができると日々変動するサンプル量に左右されず、コンスタントに測定することが可能で
ある為、実験をスムーズに進めることができる。そこでサンプルの保存についての検討を行なった。
サンプルは前述の血漿採取の条件検討に使用した血漿サンプルを用いた。それらのサンプルについ
て血漿の状態で分注し-80℃のディープフリーザー内で保存を行ない 1 日後、2 日後、3 日後、4 日後、5
日後、6 日後、7 日後にそれぞれ還元型処理法にて還元型を測定し、採血当日と比較した。
初めに内部標準物質として毎回混入している N-アセチル-L-システインの還元処理値の変動を図-10
に示す。遠心分離時間 2 分のサンプルでは 2 日目以降急速に還元処理値が低下することが認められ、タ
ンパクの残存が疑われた。この結果より、血漿分離の為の遠心分離時間は 3 分が適切と考えられた。
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図-10 サンプル保存の検討 内部標準物質還元処理値の変動
引き続き低分子チオールの還元処理値の変動を図-11 に示す。遠心分離時間２分、遠心分離時間３
分のデータではサンプル中のグルタチオンが 7 日目には測定不能な域まで減少していることが認められ
る。これはサンプル中に微量に残存するタンパク（酵素）によるものと考えられる。遠心分離時間 5 分では
還元型値の減少は認められないが遠心分離時間が長過ぎるためチオールが酸化してしまい採血当初か
ら還元型値が低過ぎるので不適である。これらの結果より-80℃ディープフリーザー中での保存であって
も血清サンプルは保存は推奨できず、5 日までであるならば可能といった状態である事が明らかになっ
た。
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①

②

③

図-11 サンプル保存の検討 低分子チオール還元処理値の変動
①血漿分離の為の遠心分離時間 2 分
②血漿分離の為の遠心分離時間 3 分
③血漿分離の為の遠心分離時間 5 分

以上のテストより生体サンプル測定の為の前処理プロトコールが確立した（表-5）。
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表-5 生体サンプル測定の為の前処理プロトコール
表-3 と表-5 に示した処理を組み合わせることにより、オーセンティックなサンプルおよび生体サンプル
の測定が可能となる。HPLC にかかる時間は１サンプル当たり洗浄時間を含めて 45 分である。１本の血漿
サンプルから還元型処理法用サンプルと（還元型＋酸化型）処理法用サンプルの２サンプルが出るため、
１本の血漿につき 90 分の測定時間である。この時間はこれまでの低分子チオール測定に要した時間を
大幅に短縮できている上に、簡便である。また図-12 に示すように HPLC のピーク分離にも問題がなく、低
分子チオールの測定系が確立した。

図-12 HPL ピークの分離
25

２．１．１．１５ 酸化モデルマウスにおける試験
これまでに漢方薬は Electron Spin Assay 法などの in vitro の手法により高い抗酸化能を有する事が示
唆されてきた。また近年の研究により現在最も用いられている指標である ORAC 値でも漢方薬が高い抗
酸化能を有する事が確認された。しかしながら実際の生体内でも同様に高い抗酸化能を有するかどうか
は生体内抗酸化の適正な指標がなかった為に測定ができず、不明であった。現在原理的にスーパーオ
キサイドを測定する方法をはじめとして種々s の酸化ストレスマーカーが提唱されているが、どの指標が適
正であるかの一致した見解は未だに定まっていない。
今回は抗酸化ストレスマーカーとして先に挙げた低分子チオールを提唱し、さらに確立された低分子
チオールの測定系を用いてストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける酸化状態の
測定および漢方薬の効果の検討、高血圧自然発症ラットの腎臓摘出による慢性腎不全モデルラットにお
ける酸化状態の測定および漢方薬の効果の検討を行なった。
1） ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの低分子チオール
実験系
㈱三協ラボより 6 週齢で提供された Slc : ddY マウスを 4 日間予備飼育後実験を開始する。水餌ともに
自由摂取とし、飼育室の温度は 23±1℃、明期は 6:30 から 7:00 に設定した。予備飼育の後酸化ストレス
モデルマウスにはストレプトゾトシン in 0.1M クエン酸 Buffer を 200 mg/kg 腹腔内投与した。ストレプトゾ
トシンは糖尿病誘発性の N-ニトロソ化合物として糖尿病モデルマウス作製に頻用される薬物である。膵
島細胞において DNA のアルキル化と DNA 鎖の切断を引き起こすことにより急性の酸化ストレスを宿主に
与える（図-13）。11 日後に酸化ストレスモデルマウスの血糖値が上昇しているのを確認した後、眼下採血
により血漿を採取した。また実験期間中には随時体重と飲水量の測定を行なった。図-14 に実験系を示
す。また同サンプルを使用して名古屋大学大学院生命農学研究科食品機能化学研究室にて酸化チップ
を使用した解析も行なった（ data not shown ）。

図-13 ストレプトゾトシン
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図-14 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの低分子チオール 実験系
結果
マウスの体重変動を図-15 に示す。Control 群では通常通り発育に伴う体重の増加が認められるが、酸化
ストレスモデル群では 2 日目以降に有意な差をもって体重減少が認められ、その後もチャッチアップする
事はない。最終日である Day11 には約 7g の差になり、ストレプトゾトシンの投与はマウスにとってかなり大
きなダメージである事が示唆される。

図-15 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの低分子チオール実験 体重変動
また酸化ストレスマウスのストレプトゾトシン効力の影響をみるのに、飲水量の測定も有用である。前述
したようにストレプトゾトシンは糖尿病モデルマウスの作製にも使用される薬物で、その投与によって口渇
が認められ、飲水量の増加としてデータ化する事が可能である。そこで、飲水量を測定した。群（ケージ）
ごとに毎日飲水量を測定し、前日差を引き算により求めた後、マウス匹数で割り、マウス一匹当たりの一
日飲水量とした。
図-16 に結果を示す。酸化ストレス群において 2 日目以降明らかな飲水量増加を認めた。飲水量の増
加は日を追ってさらなる増加が認められ、最終日である Day11 には control 群と比較して約 6 倍にまで増
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加した。このことより酸化ストレス群に投与したストレプトゾトシンが効率的に働いている事が示唆された。
またここには示さないが飲水量の増加に伴い、尿量の増加も認められた。さらに尿は通常の尿臭ではなく
アセトン尿と思われるような甘い異常臭であった。

図-16 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの低分子チオール実験 飲水量変動
酸化ストレスモデルマウスへのストレプトゾトシン投与後 11 日目の血糖値を表-6 に示す。血糖値は簡
易血糖測定器アドバンテージを使用（測定最大値は 600uM）して測定した。Control 群では平均 155.5uM
であったが、酸化ストレス群ではのきなみ 600uM を越えるマウスもおり、酸化ストレス群において明らかな
血糖値上昇が認められた。このことよりここでも酸化ストレス群に投与したストレプトゾトシンが効率的に働
いている事が示唆された。またここには示さないが酸化ストレス群の 44.4％において高度の高脂血症が
認められた。

表-6 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの低分子チオール実験 血糖値
酸化ストレスモデルマウスへのストレプトゾトシン投与後 11 日目の血漿について低分子チオールを測
定した。システイン、グルタチオンについては全てのサンプルにおいてデータを得ることができたが、シス
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テニルグリシンおよびグルタチオンについては一部データが得られないサンプルもあり、今回は省略す
る。
結果を図-17 に示す。ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおいてはシステインの還
元型／酸化型バランスに control 群との相違が認められ、相対的に SH 基の比が大きくなっていた。グルタ
チオンにおいても有意な差は認められなかったものの、同様の傾向が認められた。
一般的には酸化ストレスによって還元型の減少、酸化型の増加が見られると考えられているが、今回の結
果は逆であった。このことは『ストレプトゾトシンによる急性酸化』というモデルが特異であった為かもしれな
い。今後はこのモデルにおける漢方薬の効果を試行した後、実験系のモデルを変えた研究も行なうべき
であると考えられた。

図-17 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの低分子チオール実験 低分子チオール
SH/SS 比
2） ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１
実験系
㈱三協ラボより 6 週齢で提供された Slc : ddY マウスを 7 日間予備飼育後実験を開始する。水餌ともに自
由摂取とし、飼育室の温度は 23±1℃、明期は 6:30 から 7:00 に設定した。予備飼育の後酸化ストレスモ
デルマウスにはストレプトゾトシン（STZ） in 0.1M クエン酸 Buffer を 200 mg/kg 腹腔内投与した。14 日後
に酸化ストレスモデルマウスの血糖値が 300uM 以上のマウスに関して群分けを行ない、水投与群と漢方
薬 1 g/kg/day 投与群（十全大補湯、牛車腎気丸、黄連解毒湯）とに分けた。それぞれを一週間強制経
口投与した後、眼下採血により血漿を採取した。また経口投与開始時以降の体重と最終日の飲水量の
測定も行なった。図-18 に実験系を示す。また同サンプルを使用して名古屋大学大学院生命農学研究科
食品機能化学研究室にて酸化チップを使用した解析も行なった（ data not shown ）。
十全大補湯とは黄耆、蒼朮、桂皮、当帰、地黄、人参、芍薬、茯苓、川芎、甘草の 10 種の生薬からなる
処方で、病後の体力低下や、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血などに使用される。
牛車腎気丸とは地黄、沢瀉、牛膝、茯苓、山茱萸、牡丹皮、山薬、桂皮、車前子、附子の 10 種の生薬か
らなる処方で、疲れ易くて四肢が冷え易く尿量減少または多尿で時に口渇があるような下肢痛、腰痛、し
びれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみなどに使用される。
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黄連解毒湯とは黄芩、山梔子、黄連、黄柏の 4 種の生薬からなる処方で、比較的体力がありのぼせ気
味でいらいらする傾向があるような喀血、吐血、下血、脳溢血、高血圧、心悸亢進、ノイローゼ、皮膚掻痒
症、胃炎などに使用される。
上記のいずれの処方についても in vitro 研究の結果、および臨床研究の結果から生体内における抗
酸化能が期待された。またこれら三処方は漢方医学的に異なる系統の処方であり、その相違もしくは相
同性についても興味深い結果と得られるものと期待された。

図-18 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１ 実験系
結果
マウスの体重変動を図-19 に示す。control 群では通常通りの安定した体重の維持が認められるが、
STZ 投与の 4 群においては control 群に対して有意な差をもって体重減少が認められ、その後もチャッチ
アップする事はない。またその体重減少は漢方薬の投与によっても改善されず、漢方薬間での相違は認
められなかった。
このことより漢方薬十全大補湯、牛車腎気丸、黄連解毒湯の一週間投与ではストレプトゾトシン投与に
よる体重減少を改善することはできないことが示唆された。
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図-18 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１ 体重変動
また酸化ストレスマウスのストレプトゾトシン効力の影響をみるのに、飲水量の測定も有用であることから
飲水量を測定した。群（ケージ）ごとに最終日前日と最終日に飲水量を測定し、前日差を引き算により求
めた後、マウス匹数で割り、マウス一匹当たりの一日飲水量とした。
図-19 に結果を示す。STZ 投与の 4 群において明らかな飲水量増加を認めた。このことより酸化ストレス群
に投与したストレプトゾトシンが効率的に働いている事が確かめられた。また漢方薬十全大補湯および牛
車腎気丸の投与により STZ 単独群よりも飲水量が減少するものの、control 群の飲水量まで改善する事は
なかった。

図-19 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１
飲水量変動
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14 日目および 21 日目の血糖値を表-7 に示す。血糖値は簡易血糖測定器アドバンテージを使用（測
定最大値は 600uM）して測定した。control 群の 14 日目の平均値は 155.5 uM、21 日目の平均値は 166.3
uM であったが、STZ 投与の 4 群では 14 日目で 600 uM を越えるマウスもおり、21 日目に至っては 87.5％
のマウスで 600 uM を越えており、STZ 投与群において明らかな血糖値上昇が認められた。また、漢方薬
投与群において control 群の値まで血糖値を低下したマウスはいなかった。このことより STZ 投与による血
糖値の上昇には漢方薬投与は無効であることが示唆された。

表-7 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１ 血糖値
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21 日目の血漿について低分子チオールを測定した。システイン、グルタチオンについては全てのサン
プルにおいてデータを得ることができたが、システニルグリシンおよびグルタチオンについては一部デー
タが得られないサンプルもあり、今回は還元型処理法の結果と（還元型＋酸化型）処理法の結果に分け
て検討を行なった。
結果を以下に示す。システインの還元型処理法において、各群に有意差は認められなかったが、（還
元型+酸化型）処理法においてストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスは control 群よりも有
意に低い値を示した。漢方薬黄連解毒湯ではストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスと同
様に control 群よりも有意に低い値を示したが、十全大補湯および牛車腎気丸では有意な差は消失した
（図-20）。システニルグリシンの還元型処理法において、各群に有意差は認められなかったが、（還元型
+酸化型）処理法においてストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスは control 群よりも減少傾
向が認められた。しかし漢方薬投与による変化は認められなかった（図-21）。ホモシステインは還元型処
理法および（還元型+酸化型）処理法において各群に有意差は認められなかった（図-22）。グルタチオン
の還元型処理法において、各群に有意差は認められなかったが、（還元型+酸化型）処理法においてスト
レプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスは control 群よりも減少傾向が認められた。しかし漢方
薬投与による変化は認められなかった（図-23）。
これらのことより十全大補湯および牛車腎気丸はストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウス
のシステイン還元型／酸化型バランスを正常の状態に正常の状態に引き戻す作用があることが示唆され、
抗酸化能力を有している可能性が示唆された。

図-20 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１ システイン
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図-21 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１
システニルグリシン

図-22 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１
ホモシステイン
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図-23 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−１
グルタチオン
漢方薬は一般に「補剤」と「瀉剤」に大別される。補剤とは生体にとって足りない要素を補う処方であり、
瀉剤は生体にとって不要な因子を除く処方である。今回使用した処方は十全大補湯および牛車腎気丸
は補剤、黄連解毒湯は瀉剤に分類される。このような見解から考察するとシステインの還元型／酸化型バ
ランスを正常の状態に正常の状態に引き戻すことが可能であるのは補剤に分類される処方であったと示
唆される。黄連解毒湯は処方を構成する生薬がそれ単独でも高い ORAC 値を示すことから高い抗酸化
能を示すことが予測されたにも関わらずこの実験系においては良い結果を得ることができなかった。
そこで補剤の代表処方のひとつに挙げられる補中益気湯においても検討を重ねることとした。
3） ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−2
実験系
10 週齢の C57BL/6 マウスを搬入し、水餌ともに自由摂取とし、飼育室の温度は 23±1℃、明期は 6:30
から 7:00 に設定した。血糖値を測定した後ストレプトゾトシン（STZ） in 0.1M クエン酸 Buffer を 150
mg/kg 腹腔内投与した。7 日後に水投与群と補中益気湯（㈱クラシア製エキス剤 1％）投与群とに分けた。
それぞれを二週間混餌経口投与した後、眼下採血により血漿を採取した。図-24 に実験系を示す。また
同サンプルを使用して慶応義塾大学医学部腎臓内科にて血糖値、血清クレアチニン値、蛋白尿、尿中イ
ソプレロスタンの測定と腎臓の組織変化を MCP-1、FOXO、IL-1、IL-3a、IL-4、IL-6 抗体を使用して観察
した（data not shown）。 さらに同サンプル血清を使用して名古屋大学大学院生命農学研究科食品機能
化学研究室にて酸化チップを使用した解析も行なった（ data not shown ）。
補中益気湯とは前述したように補剤に分類される処方で黄耆、大棗、蒼朮、陳皮、人参、甘草、当帰、
升麻、柴胡、生姜の 10 種の生薬から構成される処方で、消化機能が衰え四肢倦怠感著しい虚弱体質が
あるような夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半
身不随、多汗症に使用される。ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の
抗酸化能−1 で同じ補剤に分類される十全大補湯および牛車腎気丸がシステイの還元型／酸化型バラン
スを正常の状態に正常の状態に引き戻す可能性が示唆されたことより、補中益気湯でも抗酸化能がある
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事が期待された。

図-24 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−2 実験系
結果
21 日目の血漿について低分子チオールを測定した。システイン、グルタチオンについては全てのサン
プルにおいてデータを得ることができたが、システニルグリシンおよびグルタチオンについては一部デー
タが得られないサンプルもあり、今回は還元型処理法の結果と（還元型＋酸化型）処理法の結果に分け
て検討を行なった。
結果を以下に示す。システインでは還元型処理法および（還元型+酸化型）処理法において、各群に
有意差は認められなかった（図-25）。システニルグリシンにおいても還元型処理法および（還元型+酸化
型）処理法において、各群に有意差は認められなかった（図-26）。ホモシステインにおいても還元型処理
法および（還元型+酸化型）処理法において、各群に有意差は認められなかった（図-27）。さらにグルタ
チオンにおいても還元型処理法および（還元型+酸化型）処理法において、各群に有意差は認められな
かった（図-28）。
これらのことより補中益気湯はストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの低分子チオー
ル還元型／酸化型バランスに変化を与えなかったことが示唆される。
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図-25 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−2 システイン

図-26 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−2
システニルグリシン
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図-27 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−2
ホモシステイン

図-28 ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−2
グルタチオン
今回の実験系では純粋な control 群を置かなかったこと、ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデ
ルマウスにおける漢方薬の抗酸化能−1 と比較してマウス種および週齢が異なること、STZ 投与と漢方薬
投与のタイミングが異なること、漢方薬濃度が異なることなど、多少実験系にも問題があったと考えられる、
またマウスの匹数を増やすことで安定した結果を得ることができる可能性もある。低分子チオール測定に
的確なモデルマウスの検討も考慮すべきであるかもしれない。
そこで次に慢性酸化ストレスモデルとして高血圧自然発症ラットの腎臓摘出による慢性腎不全モデルラッ
トを作製し、低分子チオール還元型／酸化型比による酸化状態の測定および漢方薬の効果の検討を行
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なった。
4） 慢性腎不全モデルラットにおける低分子チオールと漢方薬の抗酸化能
実験系
5 週齢の SHR（Spontaneous hypertensive rats:高血圧自然発症ラット）を搬入し、水餌ともに自由摂取と
し、飼育室の温度は 23±1℃、明期は 6:30 から 7:00 に設定した。1 週間予備飼育の後、腎臓を 5／6 摘
出し、慢性腎不全モデルラットとした。その後水投与群と補中益気湯（㈱クラシア製エキス剤原末換算
1g/kg/day）投与群とに分けた。それぞれを 3 週間混餌経口投与した後、眼下採血により血漿を採取した。
図-29 に実験系を示す。また同サンプルを使用して慶応義塾大学医学部腎臓内科にて血糖値、血清ク
レアチニン値、蛋白尿、尿中イソプレロスタンの測定と腎臓の組織変化を MCP-1、FOXO、IL-1、IL-3a、
IL-4、IL-6 抗体を使用して観察した（data not shown）。 さらに同サンプル血清を使用して名古屋大学大
学院生命農学研究科食品機能化学研究室にて酸化チップを使用した解析も行なった（ data not
shown ）。
ＳＨＲは高血圧モデルとして最も広く用いられ、本態性高血圧のモデルとしても可能性をもっている。Ｓ
ＨＲは Wister-Kyoto の中から選別され、亜系統として脳卒中を発症しやすいＳＨＲＳＰなどがある．ＳＨＲ
では末梢の抵抗血管の中膜の肥厚がみられ、末梢抵抗の増大した高血圧と考えられるが、その成因は
はっきりしていない。ベースとしてこのような特徴をもつラットを使用することで早期に腎不全を引き起こす
ことが可能である。解剖時には腎臓摘出 3 週間を経過しており充分に慢性モデルとして確立されていると
考えられる。

図-29 慢性腎不全モデルラットにおける低分子チオールと漢方薬の抗酸化能 実験系
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結果
21 日目の血漿について低分子チオールを測定した。システイン、グルタチオンについては全てのサン
プルにおいてデータを得ることができたが、システニルグリシンおよびグルタチオンについては一部デー
タが得られないサンプルもあり、今回は還元型処理法の結果と（還元型＋酸化型）処理法の結果に分け
て検討を行なった。
結果を以下に示す。システインでは還元型処理法および（還元型+酸化型）処理法において、各群に
有意差は認められなかった（図-30）。システニルグリシンにおいても還元型処理法および（還元型+酸化
型）処理法において、各群に有意差は認められなかった（図-31）。ホモシステインは還元型処理法にお
いて各群に有意差は認められなかったが、（還元型+酸化型）処理法においては有意な差ではないもの
の（p=0.081）補中益気湯投与群において増加傾向が認められた（図-31）。グルタチオンでは還元型処理
法および（還元型+酸化型）処理法において、各群に有意差は認められなかった（図-32）。
これらのことより補中益気湯はストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスのホモシステイン
還元型／酸化型バランスに変化を与える傾向にあったが、有意な差には至らなかった。

図-30 慢性腎不全モデルラットにおける低分子チオールと漢方薬の抗酸化能 システイン
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図-31 慢性腎不全モデルラットにおける低分子チオールと漢方薬の抗酸化能 システニルグリシン

図-32 慢性腎不全モデルラットにおける低分子チオールと漢方薬の抗酸化能 ホモシステイン
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図-33 慢性腎不全モデルラットにおける低分子チオールと漢方薬の抗酸化能 グルタチオン
今回の実験系でも純粋な control 群を置かなかった為に慢性腎不全モデルラットがどの程度酸化
状態にあったのが、それに比して補中益気湯は control 値に近づくことができたのかを判断する
のは困難であった。しかしながらホモシステインの還元型／酸化型バランスを慢性腎不全群とは異
なるバランスに変化させる傾向があったことより何らかの抗酸化に対する作用が伺える。
今後は臨床研究も含めてさらに研究を進め、データを蓄積する必要があると考えられた。
２．１．１．１６ 結語
今回の研究において in vivo での抗酸化指標としての低分子チオール測定の測定法を確立した。ここ
で確立された測定法は従来の低分子チオール測定法に要した時間を大幅に短縮できている上に、簡便
である。今後は他の酸化マーカーと照らし合わせその整合性とり、マーカーとしての確立を目指す。
また、動物実験においては低分子チオール全体の動きとしても興味深い事象が認められた。測定を行
なった 4 種のチオールは生体内で図-34 に示すように合成代謝される。まずメチオニンがメチオニンアデ
ノシルトランスフェラーゼ 、メチルトランスフェラーゼ、アデノシルホモシステナーゼによりホモシステインと
なり、これがシスタチオニン-β-シンターゼ によりセリンと結合してシスタチオニン を経てシスタチオニン
-γ-リアーゼ によりシステインとなる。γ-グルタミルシステイン合成酵素がシステインにグルタミン酸を結
合し、γ-グルタミルシステインを合成する。γ-グルタミル結合はこの際に形成される。引き続いて、グル
タチオン合成酵素がγ-グルタミルシステインにグリシンを結合し、グルタチオンが合成される。その後、γ
-グルタミルトランスペプチターゼがγ-グルタミル結合を切断し、グルタミン酸と、ジペプチドであるシステ
ニルグリシンを生成する。システニルグリシンは、更にジペプチターゼによって分解され、システインとグリ
シンとなる。
しかしながら今回の研究では全てのチオールが総じて増加もしくは減少する事はなく、それぞれのチオ
ールによって異なる役割りを担っている可能性も示唆された。
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図-34 低分子チオール類の合成と代謝
さらに種々の漢方薬（十全大補湯、牛車腎気丸、黄連解毒湯、補中益気湯）の抗酸化能を合わせて検
討した結果、ストレプトゾトシンによる急性酸化ストレスモデルマウスの研究では十全大補湯、牛車腎気丸
の投与によってシステインの還元型／酸化型バランスの変化が認められ、慢性腎不全モデルラットの研
究では補中益気湯の投与によってホモシステインの還元型／酸化型バランスの変化の傾向が認められ
た。これらの結果はまだ実験系や実験動物の数などの問題があるが、漢方薬に抗酸化能がある可能性を
示唆したものと考えられる。
しかしなからオーセンテックサンプルでは問題がないものの、生体試料ではシステニルグリシンやホモ
システインで結果を得ることができないサンプルがあった。このことよりさらに測定の感度を上げる必要性
があると考えられた。また、血液中に含まれる酵素の反応阻害の為に採血後の処理を非常に迅速に低温
で行なう必要があり、実際の臨床の現場ではまだ困難な点がある。これらの問題点を解決すべく引き続き
低分子チオール測定系の改良が必要であると考えられた。
今後は臨床研究も含めてさらに低分子チオール研究を進め、データを蓄積する必要があると考えられ
るが、酸化ストレスマーカーとしての低分子チオールを提唱していく予定である。
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２．１．２ 酸化修飾物マーカーによる中・長期的酸化ストレス評価手法の開発
２．１．２．１ はじめに
我が国では人口構成の高齢化が急速で進んでおり、平成 14 年には 65 歳以上の高齢者の数は 2363
万人となり、全人口の実に 5 人に 1 人が高齢者である。この傾向は今後も続き、2021 年には 4 人に 1 人
が高齢者という、世界一の高齢社会を迎えると推測されている。一方、わが国の 3 大死因をみてみると、
「がん」、「脳疾患」、「心疾患」のうち、「脳疾患」は減少し続け、平成 13 年には１位が「がん」、2 位が「心
疾患」、3 位が「脳疾患」となっている。このような疾病は、加齢とともに増加すると考えられ「成人病」と呼
ばれていたが、今では、むしろライフスタイルが大きく影響していると考えられ、糖尿病の合併症なども含
めて「生活習慣病」と呼ばれている。かつては 1 位だった「脳疾患」、なかでも「脳卒中」が減少してきた
背景には、「日本型食生活」の唯一の欠点であった食塩摂取過剰が改善されたことが大きな役割を果た
してきた。しかし、一方で、日本人の食生活の急激な欧米化の結果、カロリー摂取、特に、過剰な脂肪
摂取により、メタボリックシンドロームの急増が社会的な問題となってきている。肥満の先進国であるアメ
リカでは、少なくとも 3400 万人、すなわち人口の 20％以上が肥満の基準である BMI30 以上であると言
われている。一方、日本でも、日本人の食生活の急激な欧米化の結果、カロリー摂取の急増が問題とな
ってきている。最近の厚生労働省の統計によれば、日本人にとって肥満者といわれている Body Mass
Index (BMI)が 25 以上の人口は、男女あわせて 2000 万人以上と報告され、今まで日本の長寿を支えて
きた日本型食生活も大きな曲がり角にきているといっても過言ではないのが現状である。このような｢生
活習慣病｣の発症は、誤った食生活や運動不足、喫煙、過度の飲酒、過度なストレスなどの生活習慣に
起因しているとの考えから、「生活習慣病」の原因となる危険因子を除く予防法は一次予防と呼ばれ、市
町村の検診やドックなどを受診して病気を早期に発見し、早期に治療する予防法は二次予防と呼ばれ
ている。さらに、不幸にも一旦発病してしまったら、救命し、重症化を防止し、社会復帰のためにリハビリ
を行ったり再発を防止したりする予防法は三次予防と呼ばれ、いずれも大切であるが、近年、予防医学
に重要性が認識されるに従い、一次予防が重要視されてきている。
このような背景で、一次予防を重視した生活医療制度の改革の必要性が叫ばれ、平成 20 年 4 月から
国民健康保険や健康保険組合などすべての医療保険者において、「特定健康診査・特定保健指導」い
わゆる「メタボ健診」の実施が義務づけられた。今回、導入された特定健診では、生活習慣病の早期発
見のため、メタボッリクシンドロームの予備軍・該当者の早期発見と、進行・発症の予防を主な目的として
いる。しかしながら、健診項目は、身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）、理学的検査（身体診察）、血圧
測定、血液検査、検尿や、心電図検査、眼底検査、貧血検査など、人間ドックのメニューの範囲を超え
ず、未病診断項目とはいい難い。
「肥満」の先進国であるアメリカでは、1980 年代に内臓脂肪蓄積型肥満と生活習慣病の三大要素とい
われる高血圧・糖代謝異常・脂質代謝異常との間の密接な相関性が注目され、「シンドローム X」や「死
の四重奏」などとよばれる蓄積された内臓脂肪を“主犯”とする研究が活発化してきた。このような背景で、
2001 年に世界保健機関(WHO)が『メタボリックシンドローム』と命名し、2005 年に開催された日本内科学
会総会で、日本でのメタボリックシンドロームの暫定的な診断基準が発表されたことから、「メタボリックシ
ンドローム」が広く知られるようになった。その基本となる「内臓脂肪型肥満」とは、臍レベル腹部断面で
の内臓脂肪面積 100cm²以上であるが、直接測定することは簡単でないので、腹囲の測定により代用し、
男性 85cm 以上、女性 90cm 以上を「内臓脂肪型肥満」とした。さらに、「内臓脂肪型肥満」に加えて、高
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血糖、高血圧、高脂血症の 3 項目のうち 2 項目以上を有する場合を「メタボリックシンドローム」の診断基
準とされている（図-１）。

図-１ メタボリックシンドロームの診断基準（日本内科学会）
このように、「内臓脂肪型肥満」は日本人全体に大きな問題とされてきているが、特に、最近の厚生労
働省、沖縄県の統計によると、25-50 歳までの年齢層では、男性、女性ともに死亡率が全国平均より高く、
女性はかろうじて全国一位の長寿を保っているものの、2007 年 1１月には、沖縄の男性の寿命は 25 位と
新聞に大きく報道されたことも記憶に新しい。最近の調査では、日本で肥満者とされる Body Mass Index
(BMI)の値が 25 以上の頻度の割合は、沖縄県では男性が 42.7%（全国平均：27.5%）であり、女性でも、
28.4%（全国平均：18.9%）という高値であった。このままの状況が続くと、「世界最長寿」の看板も下ろさざ
るを得ないと危惧され、特に、沖縄の伝統的な食生活から急激な欧米化への変化が問題視されてい
る。
２．１．２．２ プロテオミクス的評価法の確立
われわれの「ライフスタイル」がどのように「生活習慣病の予防」に影響を与えているのか、疫学的な背
景が重要視され、また、疾患予防メカニズムに関する研究や、遺伝子レベルの研究アプローチを中心に
大きな進展を見せている。ヒトの一生の間で、がんをはじめ、動脈硬化、糖尿病の合併症など「生活習慣
病」と呼ばれている疾病になる高い可能性を誰もが持っているといっても過言ではない。わたしたちを、
まだ健康人という範囲、いわゆる「未病」段階に以下に長くとどめていることができるか、が重要な課題で
あろう。そのためには、未病段階で特異的に発現する「バイオマーカー」（生体指標）を用いて、将来疾
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病に至るリスクを低減するための簡便に診断できないものかと、考えるようになった。
最近の目覚しいバイオテクノロジー研究の発展を背景に「DNA マイクロアレー」に関する研究が注目
を集め、今では、一挙に数万の遺伝子発現や多型を解析できるようになっている。「がん」をはじめ「生
活習慣病」とよばれる「疾病」は典型的な多因子疾患であるので、いずれは、個人ごとに病気になりやす
さが予測できるのではないか、と大きく期待されている。実際に、最近の厚生労働省の発表では、30 万
人についてゲノム解析を行い、テイラーメイドの医療に役立てようとする国家的なプロジェクトがスタート
している。ヒトを構成する細胞は 60 兆個もあると推定され、それぞれの細胞には 22000 種類の遺伝子
DNA が存在し、しかも個々の遺伝子の塩基配列の概要が解読されている。また、ヒト以外の多くの動植
物や微生物の全遺伝子も解明されてきており、現在、世界的な研究の方向は急展開しており、「ポストゲ
ノム」研究、すなわち解明されたゲノム情報をどのように利用するかが重要な課題となってきている。
このような背景で、「ゲノム解析」から「プロテオーム解析」、すなわち、遺伝子発現以後のタンパク質マ
イクロアレーの開発、特に、抗体マイクロアレーの開発研究に大きな注目が集められている。一般的に
「プロテオーム解析」は、ｍRNA を介したタンパク合成の段階で生じた莫大な数にのぼるタンパク質の網
羅的な解析を目的としたもので、世界的に見てもようやくスタートについたばかりであるというのが実情で
ある。遺伝子には、どのようにタンパク質を作るかという情報はインプットされているが、タンパク質がどの
ような機能を持っているのか、一番本質的に大事な情報は不明であり、例えば、遺伝子の変異と病気の
関係は理解できても、遺伝子がつくりだすタンパク質が研究されないと、疾患の予防や治療には結びつ
かない。しかしながら、Ｘ線解析や高感度核磁気共鳴(NMR)を用いてタンパク質の構造や機能が明らか
となれば、新しい創薬にも大きな力を発揮する。しかし、ゲノム情報をもとに作製されたアミノ酸配列と表
を照らし合わせれば、個々のタンパク質それぞれのＸ線解析など、構造解析がなされなくても、タンパク
質の 3 次構造や機能が予測できるようになる。このように、網羅的なタンパク質の構造・機能解析が行わ
れることは、生命の理解にも不可欠であり、タンパク質の基本構造を網羅的に決定しようとするプロジェ
クトが 1995 年に開始され、最近まで計画は日本が先行していたが、重要性に気づいた欧米も急速に追
ってきているのが現状である。
われわれの研究グループも、網羅的なプロテオーム解析ではなく、「ポストトランスレーション」の段階
で、ライフスタイルや食生活により生じた疾病とはいえない未病段階における生体傷害の程度を、血液
や尿、唾液などを対象に「疾患予防バイオマーカー」を用いて非侵襲的に測定しようというプロジェクトを
スタートさせた。簡単に入手しうる唾液や血液、尿などの素材に、簡便かつ定量的に未病段階における
疾患予防を測定することで、まだ未病の段階なのか、それとも既に病気の段階なのかを診断し、個人個
人に適した食生活を指導するとともに、統合医療治療の評価法に応用することができないものかと考え
るようになった。
２．１．２．３ 「ニュートリゲノミクス」と「フィトケミカル」
最近、「機能性食品」や「サプリメント」による疾病予防へのアプローチは大きな注目を集めつつある。
われわれの研究グループも、子孫を絶やさず次世代に生命を残すための植物の生体防御機能を持つ
多種多様な植物性食品素材に着目した。特に、色素や渋味、香り成分などが植物から高温や紫外線に
よる酸化傷害から自身を保護しており、このような「植物化学成分」、すなわち、「フィトケミカル」を積極的
に摂取することで「がん」をはじめ「生活習慣病」などの疾病の予防が期待されている。例えば、黒米や
黒豆、紫トウモロコシや赤ブドウなどに大量に含まれている赤色色素としてよく知られているシアニジング
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ルコシドに関して、その強力な抗酸化性に関する研究を中心に進められてきたが、最近、このよう名赤
色色素であるアントシアニン、なかでも、シアニジングルコシドが高脂肪食を与えたラットで体脂肪の蓄
積を抑制し、ラットの単離成熟脂肪細胞を用いたジーンチップによる mRNA レベルでの解析を行った結
果、レプチンやアディポネクチンの上昇、PPARγの標的遺伝子の発現上昇や脂肪酸結合タンパク質や
ホルモン感受性リパーゼなどについての変動を明らかにしている。最近、ヒト成熟脂肪細胞を用いた解
析を進めており、アディポサイトカインや脂質代謝、エネルギー代謝関連遺伝子については、リアルタイ
ム PCR による発現定量に成功しており、現在、タンパクレベルでの解析を進めている。 この結果は、ラ
ットとヒトの個体差、また、肥満の抑制と生活習慣病の予防など、新しい展開ができるものと期待している。
今、ジャーナリズムでも大きく取り上げられている「メタボリックシンドローム」の予防の最も重要なポイント
は肥満予防である。アントシアン以外でも、多くの機能性食品因子による肥満予防が期待されており、
分子レベルでの内臓脂肪蓄積予防のメカニズム解析が期待されている。
ゲノム情報を利用したゲノミクスは、まず、医療の分野で大きく発展した。このような背景で、食品機能
研究の分野でも、栄養遺伝子学、いわゆる「ニュートリゲノミクス」が誕生した。「ニュートリゲノミクス」という
概 念 は 、 2002 年 に ヨ ー ロ ッ パ で 誕 生 し 、 オ ラ ン ダ に 本 部 を 置 く ” The European Nutrigenomics
Organization (NuGO)”が設立されている。2004 年には、カリフォルニア大学デービス校に”Nutritional
Genomics Center of Excellence”が設立され、産官学の密接な連携により大きな成果をあげてきており、
このままでは、「機能性食品」開発のパイオニアである日本が大幅に遅れてしまうのではないか、と懸念
されている。鍼灸、漢方など統合医療分野における応用は、これからの課題である。
「ニュートリゲノミクス」の領域は、当初、ゲノミクス、とランスクリプトミクスを中心とした狭義の「遺伝子栄
養学」の概念であったが、現在では、ゲノミクスからとランスクリプトミクス、プロテオミクス、メタボロミクスな
ど、いわゆる、オミクスと総称される解析法を利用した総合的な統合医療領域における評価法の開発に
発展しており、今後、益々未病診断や統合医療評価に重要な役割を果たしつつある（図-2）。

図-2 ニュートリゲノミクスの概念
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このような背景で、われわれは、「プロテインチップ」による評価法の確立を行うこととした。「プロテインチ
ップ」には、図-3 に示したように、様々なタイプの固定化技術が開発されてきたが、本研究では、「モノクロ
ーナル抗体」を利用した「抗体チップ」の確立を行うこととした。これまでのわが国のプロテオーム解析技
術の進展を背景に、新たに血清タンパク質や尿のような非侵襲的な素材を対象に、われわれが研究を進
めてきた炎症反応や脳内老化に関連した酸化ストレスに特異的な新しいモノクローナル抗体の作製の現
状を概説するとともに、「抗体チップ」開発の基盤的研究を行った。このように確立された疾患予防評価法
を利用して、最終的にはヒト臨床試験への応用のためのガイドラインの作成を目標として研究を進めた。
まず実際のヒト臨床レベルで、漢方や鍼灸の使用の前後での有意な発現タンパク質の差の定性的・定量
的な検索と作用機序の解明を行い、疾患予防を目的とした未病診断技術への応用も重視する。
漢方処方の動物の臓器、血液などについては、慶應義塾大学渡辺准教授の研究グループより試料提
供を受け、抗体チップや ELISA 法により測定を行った。新たな研究分野である代替医療の分野で、今ま
でに培った酸化ストレスバイオマーカー評価技術を中心に、プロテオミクス解析技術により、脳内老化制
御や肥満、Ｉ型アレルギーなどの未病段階での解析を行うため、尿、血液を対象に、漢方や鍼灸の治療
による疾患特異的な酸化ストレスバイオマーカーに特異的なモノクローナル抗体を利用した評価技術の
確立と応用のための基盤的な研究を行うことは、これまでにない新しいアプローチとして新たな展開が期
待できる。

図-3 タンパクチップの種類と原理
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２．１．２．４ 生体内脂質過酸化反応と酸化ストレス
「バイオマーカー（生体指標）」を利用した「食品の機能性」評価法の開発が、大きな注目を集めている。
「食品成分」は複合系であるために、科学的に機能性評価を行う難しさがいつも議論となってきた。しかし
ながら、医学の分野からも「食品の持つ生理機能」研究の必要性が認識され、特に、がんをはじめ生活
習慣病と呼ばれる疾病の予防が大きな注目を集めてきた。なかでも、食品の健康への関与を科学的にも
納得しうる「バイオマーカー」を用いて客観的に評価することができることが最も必要であることはいうまで
もない。 われわれも、長年、がんをはじめ生活習慣病と呼ばれる疾病の発症に「酸化ストレス」が大きく
関与しているのではないか、また、「酸化ストレスバイオマーカー」を利用した評価法を開発することで、科
学的根拠（Evidence-based）に基づいた代替医療への応用が可能になるのではないか、との期待をもっ
て研究を進めてきた。「酸化ストレス」傷害の原因として「活性酸素」をはじめとする「フリーラジカル」はわ
れわれの体を維持するエネルギー源であると共に、ウイルスや病原菌の殺菌といった生体防御の立場か
ら重要な生理的役割を果たしているが、一方では、過剰に生じた「活性酸素・フリーラジカル」がわれわれ
の体の生体成分と反応し、多種多様な生体傷害を引き起こすものと考えられている。なかでも、問題とな
るのは、細胞膜の重要な構成成分であるリン脂質、特に酸化されやすい不飽和脂肪酸である。われわれ
の体の中で酸化ストレスが昂進すると、生体膜中の多価不飽和脂肪酸は連鎖反応とよばれる「生体内脂
質過酸化反応」を受けることにより、生成した脂質過酸化物や連鎖反応中で生成した「フリーラジカル」に
よる蛋白質や酵素、核酸などの生体構成成分の攻撃が続き、最終的にがんや動脈硬化、糖尿病の合併
症などの疾病の原因となっていることが明らかにされてきている。われわれの研究グループは、「酸化スト
レス」による生体傷害のメカニズムを解明し、食品抗酸化成分による酸化ストレス予防機構の解明を目的
に、酸化ストレス傷害を定量的に評価するための「バイオマーカー」の開発を目的に、免疫化学的なアプ
ローチを中心に研究を進めてきた。ゲノム解析からプロテオーム解析に研究の流れは大きく展開しており、
遺伝子発現以後のタンパク質マイクロアレーの開発、特に、われわれは、酸化ストレスバイオマーカーを
集約的に評価するためにチップ化した「抗体チップ」の開発研究を目的に研究を進めてきた。
このような背景で、生体内脂質過酸化反応で過剰生産される酸化ストレスに焦点をあてて、まず、脂質
ヒドロペルオキシドやアルデヒド類、さらには、マクロファージや好中球のような免疫担当細胞による過剰
発現の結果生じた酸化修飾タンパク質に関して多くの研究を進めてきた。これ以外にも、最近、われわれ
は、多価不飽和脂肪酸の脂質過酸化初期段階に特異的なバイオマーカーの検出と化学的な解明にも
成功し、DHA ヒドロペルオキシドやアラキドン酸ヒドロペルオキシドにより化学修飾されたタンパク質や
DNA に特異的なバイオマーカーの化学的な解明に成功した。さらに、炎症反応に由来する「酸化ストレ
ス」を検出・定量しうる「バイオマーカー」にも大きな注目が集められているので、このようなバイオマーカ
ーの最近の研究をまとめ、疾患予防ガイドラインとして有効かどうか、評価・検討を行った。
２．１．２．５ 炎症反応と酸化ストレス
ウイルスや病原菌からわれわれを守ることで生体防御に重要な役割を果たす免疫担当細胞も、過剰
な反応の結果タンパク質の酸化傷害が誘導されることが注目を集めてきている。主要な食細胞として知
られるマクロファージが生産するＮＯは、血管弛緩因子としての重要性やニューロトランスミッターとして
の役割など、生体に不可欠であるが、過剰発現の結果、特に、スーパーオキシド(O2-)と反応して生産さ
れるペルオキシナイトライト(ONOO-)は酸化傷害を引き起こし、特に、チロシンとの反応の結果生じるニト
ロチロシンが重要な酸化傷害バイオマーカーとして知られ、われわれも、コラーゲンの酸化を指標とした
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「抗酸化ポリフェノール」の酸化ストレス予防評価法の開発を行なっている。また、好中球に由来するミエ
ロペルオキシダーゼ（ＭＰＯ）は、生体防御には必須であるが、過剰発現すると細胞傷害を引き起こし、
タンパクや脂質、ＤＮＡなどを酸化修飾することが知られている。ＭＰＯは、ハロゲンの存在下でハロゲン
修飾されたチロシンを生成し、ハロゲン非存在下では同じチロシンをターゲットとしてジチロシン（ジブロ
モチロシン）が酸化修飾物として生成することが明らかにされた。最近、われわれは、これらの酸化修飾
チロシンについて生成機構の化学的な解明を行い、ブロモチロシン(BT)やジチロシン(DT)を酸化ストレ
スバイオマーカーとして化学構造を明らかにしている（図-４）。

図-４ 過剰な炎症反応による酸化修飾チロシンの構造と生成経路
さ ら に 、 最近で は 、糖 尿病 患 者を 対象 に 、 炎 症反 応 に 由 来す る 酸化 ス トレ ス マ ーカ ー の 定 量
（LC/MS/MS）を行ったところ、ブロモチロシン（BrY）、ジブロモチロシン（DiBrY）など、ハロゲン化チロシ
ンは、糖尿病群において有意に高値であり、疾病による体内酸化ストレスを鋭敏に反映した結果が得ら
れた。アミノ酸 (RNH2) は HOBr と反応し、ブロマミン (RNHBr) を生成することが知られている。生体
内では HOBr による直接的な DNA 修飾に加え、ブロマミンを介した二次的な修飾が生じている可能
性もあり、DNA 損傷の詳細な機構については不明な点が多かったので、8-bromo-2’-deoxyguanosine
(8-BrdG) を DNA 酸化傷害のバイオマーカーとして利用し、モノクローナル抗体の作製を行った（図５）。
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図-5 8-BrdG に特異的なモノクローナル抗体作製のプロトコール
２．１．２．６ 酸化ストレスに特異的なモノクローナル抗体の作製
HEL については、現在、ビオチン化 HEL を用いた競合法を検討が順調に進んでいる。ビオ
チン化 HEL を合成・単離・精製し、濃度検討した段階にあるが、今後、競合法の検討を行って
いく。但し、ニトロチロシンの場合と同様、ELISA に比べて感度が劣る可能性、あるいは高濃
度の競合物質が必要となる可能性もあり、低分子ビオチン化 HEL ではなく、ビオチン標識 HEL
化 BSA の使用など、さまざまな検討を行い、チップ化に成功した。このように、HEL に特異的
なモノクローナル抗体のチップ化に成功できたので、さらに、PRL 及び GLL と命名された生体
内脂質過酸化初期反応性生物に特異的なモノクローナル抗体作製を行った。脳内酸化や動脈硬化
などの疾患と関連することも充分に考えられる「プロパノイルリジン（PRL）」、「グルタロイル
リジン（GLL）」については、モノクローナル抗体が取得でき（図-6）
、特異性の解析では類似化
合物（リジン Lys、ヘキサノイルリジン HEL、アゼライルリジン AZL、スクシニルリジン SUL、
カルボキシメチルリジン CML 等）との交差性が低い極めて特異性の高い抗体がそれぞれ取得で
きた。DHA、EPA の酸化に由来して生じる PRL を特異的に認識する抗 PRL 抗体については、
ウサギ動脈硬化病巣における陽性染色像が得られており、多価不飽和脂肪酸の過酸化が、動脈硬
化発症・進展への関与が示唆される興味ある結果である。また、化学的な手法による PRL の微
量検出法も構築しており、糖尿病患者から尿中に排泄される PRL が健常者に比べ、高値を示す
ことを明らかにしつつある（P<0.0001）。このことから PRL は疾患に伴う酸化ストレス変動の
優れたマーカーとなるものと期待される。

51

図-6 ω-3 不飽和脂肪酸（ＥＰＡ、ＤＨＡ）、ω-6 不飽和脂肪酸（ＬＡ、ＡＡ）由来の
ヒドロペルオキシドにより酸化修飾されたリジン付加体の構造と生成経路
今までに得られた酸化ストレスバイオマーカーに加え、炎症反応や脳内老化に特異的な酸化ス
トレスバイオマーカーに特異的なモノクローナル抗体の作製を行った。例えば、ハロゲン化チロ
シンに加え、ハロゲン化 DNA に特異的なモノクローナル抗体、特に、8-Br-dG についてさまざ
ま抗原を用いた特異性の検討を進め、モノクローナル抗体を得ている。新規なジチロシン抗体に
関しては、現時点では細胞株として単離・取得出来ていないが、陽性の細胞が見出されており、
細胞株の樹立と特異性の解析について今後さらに継続していく。既存のジチロシン抗体の抗体チ
ップへの応用については新規な抗体の後若しくは同時並行的に進める予定にしている。さらに、
ハロゲン化チロシンやハロゲン化ＤＮＡに関するモノクローナル抗体の作製と評価は終了してい
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るので、今後、炎症反応や脳内老化制御に関連した酸化ストレスバイオマーカーの確立を進めた。
HEL, 8-OHdG に続いて固定化・測定法の検討を進めているニトロチロシン（NY）について抗
原を固定化する手法と抗体を固定化する手法の両面から検討した。特に、抗体のチップ上への固
定化及び競争物質のビオチン化を検討しており、すでに固相---抗 NY 抗体---ビオチン化 NY---アビ
ジン/ペルオキシダーゼ(アルカリフォスファターゼ)複合体の形成を濃度依存的に確認しつつある。
しかしながら、これまでの検討ではビオチン化 NY と抗体との間の結合性が弱いことが明らかと
なっており、このため感度が悪くなる欠点がある。これは、免疫源がニトロ化蛋白質であり、抗
体が蛋白質中のニトロチロシンをより認識しやすいためと考えている。このため、４つのアミノ
酸からなるペプチド（Gly-Gly-Tyr-Arg）をニトロ化することにより Gly-Gly-NY-Arg(G-G-NY-R)
を化学合成し、このペプチドを競合物質に用いることで、抗 NY 抗体---Biotin- G-G-NY-R---アビ
ジン/ペルオキシダーゼ HRP(アルカリフォスファターゼ AP)複合体を形成し、高感度に NY を測
定できる系を ELISA にて現在検討し、現段階で抗体 10µg/ml、競合物質 1nM の条件で 0.1 - 100
µM の NY の検出が可能となった。更に、ジチロシン(DY)は、アルツハイマー病の原因ともされ
るアミロイド蛋白質の凝集にも関係していると言われている蛋白質架橋物質である。単に特異的
な疾病のみならず、加齢に伴う DY の増加も報告されているが、現時点で得られているモノクロ
ーナル抗体は、タンパク質の表面に修飾された DY は認識するが、タンパク質内部の架橋された
DY は認識されないので、架橋タンパクに特異的なモノクローナル抗体の作製も検討した。また、
炎症反応における酸化ストレスの過剰発現や脳内老化の過程で過剰発現する酸化ストレスに特異
的なモノクローナル抗体の作製も進めた。さらに、ハロゲン化 DNA に特異的なモノクローナル
抗体、8-Br-dG については、さまざま抗原を用いた特異性の検討を進めており、また、パーキン
ソン病の疾患予防バイオマーカーとして期待されているドパミン神経細胞由来の酸化ストレスに
特異的なモノクローナル抗体も得られたが、これらのバイオマーカーの化学的な解析は進んでい
る。
抗肥満に関るバイオマーカーとして最初に取り上げたアディポネクチンについては、豊田中央
研究所の研究グループにより、サンドイッチ法による「抗体チップ」化に成功しているので、18
年度では、中性脂肪蓄積や脂肪酸β酸化にかかわる酵素やレプチン、アディポネクチン以外のア
ディポサイトカインなど肥満にかかわるホルモンなどについても、アゾポリマー上への固定化の
検討を進めた。一方、ニトロチロシン（NY）については、モノクローナル抗体が多くの試薬メーカーで作製
され、世界中で売り出されているが、その特異性や感度に関して満足できる製品は入手できなかった。そ
こで、われわれの研究グループが新たにモノクローナル抗体を作製し、応用性を高めるために、抗原を固
定化する手法と抗体を固定化する手法の両面から検討していく必要もあり、ニトロチロシン（NY）について
の将来的なチップ一斉分析のための予備検討として一層の検討を行う。特に、抗体のチップ上への固定
化及び競争物質のビオチン化を検討しており、すでに固相---抗 NY 抗体---ビオチン化 NY---アビジン
/ペルオキシダーゼ(アルカリフォスファターゼ)複合体の形成を濃度依存的に確認しつつある。しかしなが
ら、これまでの検討ではビオチン化 NY と抗体との間の結合性が弱いことが明らかとなっており、このため
感度が悪くなる欠点がある。これは、免疫源がニトロ化蛋白質であり、抗体が蛋白質中のニトロチロシンを
より認識しやすいためと考え、現在、４つのアミノ酸からなるペプチドを用いた検討を開始している。このペ
プチドをニトロ化し、さらに、ビオチニル化し、化学合成・精製されたペプチドを競合物質に用いることで、
抗 NY 抗体---Biotin- G-G-NY-R---アビジン/ペルオキシダーゼ HRP(アルカリフォスファターゼ AP)複
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合体を形成し、高感度に NY を測定できる系を ELISA にて現在検討中であり、現段階で抗体 10µg/ml、
競合物質 1nM の条件で 0.1 - 100 µM の NY の検出が可能となっている。更に、ジチロシン(DY)は、アル
ツハイマー病の原因ともされるアミロイド蛋白質の凝集にも関係していると言われている蛋白質架橋物質
である。単に特異的な疾病のみならず、加齢に伴う DY の増加も報告されているが、現時点で得られてい
るモノクローナル抗体は、タンパク質の表面に修飾された DY は認識するが、タンパク質内部の架橋され
た DY は認識されないので、架橋タンパクに特異的なモノクローナル抗体の作製も行うこととした。今回、
新規に作製を進めているジチロシン（DY）抗体については、合成ペプチドを用いて、ジチロシン２量化体
を合成、精製し、キャリアー蛋白質に結合させ免疫源としての有用性の検討を行っている。
また、炎症反応における酸化ストレスの過剰発現や脳内老化の過程で過剰発現する酸化ストレスに特
異的なモノクローナル抗体の作製も進める予定であり、特に、ハロゲン化 DNA に特異的なモノクローナル
抗体、8-halogenateddG については、さまざま抗原を用いた特異性の検討を進めており、また、パーキン
ソン病の疾患予防バイオマーカーとして期待されているドパミン神経細胞由来の酸化ストレスに特異的な
モノクローナル抗体も得られたが、これらのバイオマーカーの化学的な解析は進んでいるものの、まず、
最初に、メタボリックシンドローム関連のマーカーに焦点を当てて検討を進めてきたが、さらに、脳内老化
の過程で過剰発現する酸化ストレスに特異的なモノクローナル抗体の作製も順調に進んでいる。今年度
では、ハロゲン化 DNA に特異的なモノクローナル抗体、抗 8-halogenateddG モノクローナル抗体を中心
に、パーキンソン病の疾患予防バイオマーカーとして期待されているドパミン神経細胞由来の酸化ストレ
スに特異的なモノクローナル抗体を得るための研究を進めており、炎症反応や脳内老化制御を中心とす
る新しい酸化ストレスバイオマーカーの作製は、今後、検討を続ける予定である。
一方、脂質の過酸化の初期段階において生成する脂質ヒドロペルオキシド由来のリジン付加体のうち、
Hexanoyl-lysine（HEL）以外の多価不飽和脂肪酸として、特に、ドコサヘキサエン酸（DHA）に着目した。
DHA は、脳内に存在する脂肪酸のうち 26.7%を占めており、また、網膜中には、60%という、高い存在量
である。
DHA は、学習能力向上や網膜反射向上作用をはじめ、様々な機能を持ち、また、アルツハイマー症
の患者の脳部位、特に海馬においては、健常人の半分以下であり、また、老化とともに減少することが
知られている。そのために、現在、日本においても、乳幼児用粉乳には DHA が添加されている。また、
ヨーロッパやアメリカではアラキドン酸（AA）も乳幼児用粉乳に添加されている。ところが、DHA や AA の
化学構造からも推測できるように、これらの多価不飽和脂肪酸は、極めて酸化されやすい構造である。
AA ヒドロペルオキシドは、リジンとの反応で、既に、抗体チップへのインプリンティングに成功しているが、
DHA ヒドロペルオキシドの場も、をリジンとの反応させたところ、Propanoyl-lysine（PRL）が生成することを
明らかにし、LC/MS/MS を用いた検出定量法を新規に構築することができた。実際に、健常者の尿中
へと排泄されていることが認められた。現在、生体内における DHA ヒドロペルオキシドによる生体傷害機
構解明のために、抗 PRL モノクローナル抗体の作製の検討を進めた。
ドコサヘキサエン酸といったω-3 系脂肪酸の酸化物に由来し生成するアミド型リジン付加体と
して Nε-(propanoyl) lysine (PRL)が報告されている。そこで、脳内における過酸化脂質による
傷害の評価を、この PRL を脂質過酸化傷害マーカーとして検出することで行った。PRL の検出
には、本研究に先立って作製した PRL を認識するモノクローナル抗体を用いて行った。
国立長寿医療センターとの共同研究により、加齢モデルとして 2 年間同一環境下で飼育された
ラット（F344/N、雄、Age 群）を用い、コントロールとして 6 ヶ月齢のラット（F344/N、雄、
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Young 群）を用いた。まず脂質過酸化の評価に TBA 法によりラット脳組織ホモジネートにおい
て行った結果、Young 群と比較して Age 群が高値を示す傾向が認められた。また、ラット脳組織
切片を作製し、PRL に対するモノクローナル抗体による免疫組織化学的解析に供した結果、海馬
領域において Young 群と比較し Age 群において顕著な抗体陽性染色像が認められた。次に、脳組
織を各領域（前頭前野、線条体、海馬、大脳）に分割し、それらホモジネートサンプルを用いた
ウェスタンブロット解析の結果、前頭前野、海馬の領域において Young 群と比較し Age 群におい
て抗体陽性バンドが数種類、検出された。これらの結果から、加齢に伴いラット脳内において脂
質過酸化が亢進し、これによってタンパク質中のリジン残基のプロパノイル化が亢進されるもの
と考えられる（図-7）。

図-7 ヒト尿中、及び老化ラット脳中におけるＤＨＡヒドロペルオキシドのリジン付加体
（ＰＲＬ）の生成量と免疫染色の結果
さらに、これらリジン付加体の定量値は、尿中 DNA 酸化傷害マーカー（8-OHdG）と有意な相関性を示
し、フリーラジカル由来の脂質酸化物 8-isoprostane とも HEL、PRL は有意な相関性を示した。また、様々
な活性酸素により生成するチロシン 2 量体（Dityrosine）と３種のリジン付加体はいずれも有意に相関し、
免疫担当細胞の過剰反応で生成する Bromotyrosine、Dibromotyrosine とも PRL のみではあるが、有意な
相関性が認められた。さらに、HEL、PRL は健常者と比べ、糖尿病患者の尿中で有意な高値となることが
明らかとなったので、まだモノクローナル抗体の作成がなされていない、PRL を認識するモノクローナル抗
体の作製を試みており、予備的な結果ではあるが、ウサギ動脈硬化病巣における免疫組織染色を行った
ところ、動脈硬化病巣において PRL 抗体陽性反応が認められた。これらより、生体内での酸化ストレス評
価やアミド型リジン付加体の生成メカニズムを検討する上で、本研究で構築した LC/MS/MS 分析法や作
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製に成功したモノクローナル抗体は有用な研究手法の一つとなると大きく期待されている。
２．１．２．７ DHA やアラキドン酸などの多価不飽和脂肪酸ヒドロペルオキシドによる dopamine 修飾物
近年、種々の疾病において酸化ストレスの関与が示唆されており、中でも脂質過酸化反応は生体成
分への酸化的修飾を引き起こす重要な反応の１つである。そして、脂質過酸化反応において、初期段階
に生じる脂質ヒドロペルオキシドが生体成分と反応して酸化的修飾を引き起こす可能性が示唆されている。
また、神経細胞において神経伝達物質として機能している dopamine の存在量が減少することにより、神
経変性疾患につながることが知られている。そこで本研究では、脳内機能に必須である DHA やアラキド
ン酸に由来する脂質過酸化反応と dopamine の存在量の減少との関わりについて着目し、研究を行った。
今まで、われわれの研究グループは、脂質ヒドロペルオキシドがアミノ酸の中でも特にリジンの e-アミノ
基と高い反応性を示し、アミド型構造を有するリジン修飾付加体形成することが明らかとなっており、
DHA からは PRL および SUL が、AA からは HEL および GLL が生成することを明らかにしてきた。
そこで、同様にアミノ基を有する dopamine においても脂質ヒドロペルオキシドと反応し、アミド型構造を
有する dopamine 修飾付加体が生成するのではないかと考え、まず、４つの dopamine 修飾付加体、す
なわち、SUD、PRD、HED および GLD の検出法を確立するために、標品の合成を行った。これらは in

vitro 系およびラットの脳を用いた in vivo 系において、すべての dopamine 修飾付加体が検出された
（図-8）。

図-8 脂質ヒドロペルオキシド修飾ドパミンの構造と生成経路
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生体内においても検出されたことから、単に神経変性疾患におけるバイオマーカーとしてだけではなく、
dopamine 修飾付加体の生体における役割や作用について神経細胞を用いて検討を行った。これまで
に 5-S-CDA や 6-OHDA など、dopamine に関連した酸化物質は細胞毒性を引き起こすことが報告さ
れている。今回の dopamine 修飾付加体は dopamine の構造をほぼ有し、特にカテコール構造は保持
されたままである。このカテコール構造はキノン構造になるときに同時に過酸化水素 (H2O2) が生成する。
この産生した H2O2 は 活性酸素種 (Reactive Oxygen Species : ROS) の一種であり、細胞死を誘導す
ることが知られている。
実際に、図-9 に示したように、 細胞毒性を示した dopamine 修飾付加体のうち、細胞毒性を示したの
はメチル基末端側 dopamine 修飾付加体であり、カルボキシル基末端側 dopamine 修飾付加体には細
胞毒性を示さなかった。一方、ラットの脳を使用した動物実験により、存在量はメチル基末端側 dopamine
修飾付加体の方がカルボキシル基末端側 dopamine 修飾付加体よりも多かった。これは DHA や AA
は遊離脂肪酸として存在する他、リン脂質の構成脂肪酸として sn-2 位にエステル結合して存在してい
ることから、 PLA2 といった酵素によってこれらの PUFA が遊離しなければ、カルボキシル基末端側由
来 dopamine 修飾付加体は生成しないため、メチル基末端側由来 dopamine 修飾付加体が多く生成す
る可能性は考えられる。細胞毒性を示したメチル基末端側由来 dopamine 修飾付加体が生体内に多く
存在したことで、これらが実際にパーキンソン病の原因の１つになっている可能性も考えられる。また、細
胞毒性を示さなかったカルボキシル基末端側 dopamine 修飾付加体もメチル基末端側由来 dopamine
修飾付加体の対として生成すると考えられるため、これらの dopamine 修飾付加体はともにアルツハイマ
ー病やパーキンソン病のバイオマーカーとなる可能性がある。これらの dopamine 修飾付加体がバイオ
マーカーになるうる可能性を考えた場合、実際に神経変性疾患患者や健常者におけるサンプルを用い
て、 dopamine 修飾付加体の生成量について検討することが必要となる。この検討を行うためには、大き
く２つの方法が考えられ、１つは HPLC-MS/MS を用いた物質特異的な質量分析による方法と、もう１つ
は抗体を用いた免疫組織学的な検出である。したがって、今回作製した抗 HED モノクローナル抗体で
ある NY6 を用いて、生体内における局在や生成について今後検討されることが望まれる。
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図-9 脂質ヒドロペルオキシド修飾ドパミンによる神経細胞死の結果
また、アポトーシスの特徴でもあるクロマチン凝縮や DNA の断片化、さらにはミトコンドリアの膜電位の
低下が確認された。さらに ROS の産生や細胞死は一般的に知られる 6-OHDA よりも強かった。この点
に関して、dopamine 修飾付加体の細胞内への取り込みに差があることが考えられ、実際にモノアミントラ
ンスポーターである DAT および NET を介していることが示唆された。これは、モノアミントランスポータ
ーを有しない NIH-3T3 においては ROS 産生がほとんどみられなかったことから、モノアミントランスポ
ーターを介した取り込みが行われていることが示唆された。しかし、これらのモノアミントランスポーターの
阻害剤を用いた実験においては細胞死に抑制がみられなかった。これは ROS 産生の評価は比較的短
時間処理で評価しており、細胞死評価との時間の差がある。細胞内への dopamine 修飾付加体の取り
込みには、トランスポーターを介していると場合と dopamine 修飾付加体の細胞内への細胞膜単純拡散
である可能性が考えられる。細胞内への取り込みにおいて、短時間処理ではトランスポーターを介した経
路が主であると考えられるが、トランスポーターが阻害された場合においても同時に細胞内膜単純拡散も
あると考えると、長時間処理においては細胞死を引き起こしていると考えられる。またもう１つ考えられるこ
とは、アポトーシスには初期と末期に分けられ、さらに末期のアポトーシスはネクローシス (壊死) との区
別がつきにくいことである。今回の細胞死の評価では初期と末期のアポトーシスの区別をつけることがで
きないため、実際には末期のアポトーシスを抑制していることが考えられるが、これらを区別するためには、
二次元のフローサイトメトリーなどを用いた詳細な検討を行う必要がある。今後は dopamine 修飾付加体
におけるモノアミントランスポーターの関与について、DAT や NET を NIH-3T3 に導入した場合に
ROS 産生や細胞死が確認されるかについて検討を行うこと、および SH-SY5Y においても DAT や
NET の過剰発現株を作製し、細胞死や ROS 産生が増加するかどうかについて検討を行うことが課題と
なる。また、細胞内に取り込まれた場合においての、ROS の産生能力についても 6-OHDA と比較検討
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していくことは、今回の ROS 産生と細胞死の詳細なメカニズム解析を行う上で重要となる。
以上のように、本研究では、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患の新たなバイオ
マーカーの可能性として、４つの dopamine 修飾付加体 (SUD、PRD、HED および GLD) について検
討を行ってきた。これらの dopamine 修飾付加体と神経変性疾患との関連についてさらに研究が進み、
バイオマーカーとして確立されていくとともに、日常生活における神経変性疾患の予防として、食品因子
を用いたこれらの dopamine 修飾付加体の生成や作用に対する抑制についての研究が発展していくこと
を期待する。
２．１．２．８ 「抗体チップ」作製と漢方治療評価への応用
ニトロチロシン（NY）抗体については、今までの検討で、競合物質にビオチン化物を用いる ELISA の方
が安定した再現性がえられることがあきらかとなった。さらに、高感度な ELISA 法の確立を行い、現在、競
合物質を高分子化することで、高分子では編み目に入り込まないと考えられるニトロチロシンを配列中に
含む十数残基からなるペプチドをビオチン化して用いること、また、ニトロ化蛋白質そのものをビオチン化
して競合物質とするという２点を検討し、0.1µM 以下の濃度の微量検出が可能となった。一方、蛋白質を
競合物質として用いる手法については、牛血清アルブミン（BSA）をニトロ化し、これを更にビオチン化し、
ビオチン標識ニトロ化 BSA（NO2-BSA-Biotin）を得た。これを用いて ELISA、そしてプロテインチップへの
応用を行っている。その結果、ELISA、プロテインチップともに同等感度の測定系が構築出来ており、複
数項目の同時測定への足がかりとなると期待できる。
さらに、抗体チップ作製の前段階として、ELISA 法、特に、血清中アディポネクチン濃度は、ELISA 法で
測定した結果、高脂肪食摂取により有意に減少しており、抗体チップの有用性の評価に適していると考え
られる。肥満に関連した上記バイオマーカーには、アディポネクチンやレプチンのような抗炎症性のアデ
ィポサイトカインと共に、TNF-α、レジスチン、PAI-1（plasminogen activator inhibitor-1）、MCP-1 や IL-6
のような炎症性サイトカインの産生が亢進することが知られている（図-10）。

図-10 肥満における酸化ストレスの関与の概念図
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日本で長い歴史を持つ「漢方薬」は、中国本草学の原典「神農本草経」（後漢）に上薬、中薬、下薬とし
て分類されているが、特に疾病予防の立場から注目が集められているのが上薬であろう。上薬とは、人参
をはじめとし治療ではなく予防に繋がる薬、すなわち、「無毒、命を養い、軽身、益気、不老延年に資する
薬」と称されていた。この上薬の概念こそ、現在、大きな注目を集めている「薬食同源」の基盤として現代に
も通じるものである。われわれは、「和漢薬」だけでなく、スパイス、さらには、日常的に食している「植物性
食品素材」を中心に「非栄養素」成分の持つ新しい機能性に着目して研究を進めてきた。なかでも、われ
われが注目したのは、「酸化ストレスによる生体傷害が生活習慣病の主因であり、食品中の抗酸化成分に
より生活習慣病を予防することができるのではないか」という考え方である。
では、日本におけるハーブ類の使用の歴史はどうであろうか。奈良時代に輸入されたペッパー、
クローブ、シナモンはそれほど普及せず、漢方薬として使われるのみであり、江戸時代に輸入さ
れたサフランやナツメッグなど多くのハーブ類も高価であり、料理には殆ど使われていなかった。
しかし、１６世紀後半に伝えられたトウガラシは早く普及している。世界的に広まった「アロマ
テラピー」も、漢方では「気剤」の発想と一致しており、ハーブ類は漢方薬で「気剤」として位
置付けられており、漢方処方に使われている成分は生薬（しょうやく）と呼ばれている。漢方薬
に、生薬として使われているスパイスとしては、例えば、トウガラシは生薬としては蕃椒（ばん
しょう）、辣椒（らっしょう）とよばれ、シナモンは桂皮として多く用いられ、一般用医薬品２１
０処方中、６４処方に使用されている。ジンジャーは、生のものは生姜（しょうきょう）とよば
れ、乾燥させたものは乾姜（かんきょう）とよばれ、一般用医薬品２１０処方中、約９０処方に
使用されており、漢方処方の繁用薬である。その応用範囲も広く、スパイスとしても重要で、生
を一つ常備しておけば、すりおろし湯を注ぎ、蜂蜜を入れた生姜湯は、胃腸の働きを助け、吐き
気や眩暈にも効果的であり、体を暖めるので、風邪（風寒）の初期の発汗剤や、寒性の下痢など
にも用いられるが、煮込み料理や、肉、魚、豆腐など、蛋白食のスパイスとしても優れた存在で
ある。このように、漢方の中でも薬膳に用いられる上薬は「東洋ハーブ」として「ハーブサプリ
メント」に多く用いられている植物素材である。最近、インターネットで「東洋ハーブ」として
検索したものを表―１にまとめて示しておく。このように、日本でも多種多様な植物素材が「ハ
ーブサプリメント」に利用されており、その数は、現在もうなぎのぼりである。しかしながら、
これらの膨大な数の「東洋ハーブ」の中で、科学的根拠に基づいて（Evidence-based）機能性が
評価されているものは、ごくわずかであろう。
酸化ストレスは、喫煙や飲酒、過度の運動や紫外線、さらにさまざまな精神的なストレスでも生じることが
明らかにされ、その蓄積が生活習慣病の原因である、と考えられている。このような背景で、今、われわれ
が全力で研究しているのが、I 型アレルギー抑制や抗肥満、脳内老化制御など、未病段階で診断を行うと
共に、メタボリックシンドロームをはじめとする疾病予防に期待できる漢方の機能性測定に効果が期待で
きるバイオマーカーをチップ上にインプリンティングしようという試みである。具体的には、一滴の血液やダ
液、尿を対象に、疾患予防バイオマーカーや酸化ストレスバイオマーカーに特異的なモノクローナル抗体
を、スライドガラス上にスピンコートされたアゾポリマーに光照射によりインプリンティングすることで「抗体チ
ップ」を作製し、化学発光で未病診断と共に統合医療治療の評価を測定しようというものである（図―４）。
まず、メタボリックシンドローム診断の重要なバイオマーカーとして注目されているアディポネクチンに関し
ては、既に豊田中研の研究グループとともにサンドイッチ法による「抗体チップ」化に成功しており、今後、
中性脂肪蓄積や脂肪酸β酸化にかかわる酵素やレプチン、アディポネクチン以外のアディポサイトカイン
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など肥満にかかわるホルモンなどについても、アゾポリマー上への固定化の検討を進めている（図-11）。

図-11 メタボリックシンドローム評価に利用できるバイオマーカー
われわれの日常生活に必要な酸素も、過剰発現することにより直接、タンパク質やＤＮＡ、リン脂質を
攻撃し、酸化的に修飾された「酸化修飾物」が生成する。さらに「活性酸素・フリーラジカル」は、細胞膜
や脳組織を構成する脂質（多価不飽和脂肪酸と呼ばれる酸化されやすい脂肪酸が中心である）を攻撃
し、反応性の高い「脂質過酸化物」が生成する。これらもタンパク質やＤＮＡ、リン脂質と反応して「付加
体」が作られる

4)

。私たちは、このような付加体をウサギやマウスに抗原として注射することで、酸化ストレ

スに特異的な３０種類以上の「抗体」を得ることができた。酸化ストレスは、喫煙や飲酒、過度の運動や紫
外線、さらにさまざまな精神的なストレスでも生じることが明らかにされ、その蓄積が生活習慣病の原因
である、と考えられている

5)

。このような背景で、今、われわれが全力で研究しているのが、メタボリックシ

ンドローム予備軍の段階で診断を行うためのバイオマーカーの確立と、肥満が引き金となって発症する
疾病予防に期待できる食品の機能性測定に効果が期待できる疾患予防バイオマーカーを酸化ストレス
バイオマーカーと共にチップ上にインプリンティングしようという試みである。具体的には、一滴の血液や
ダ液、尿を対象に、疾患予防バイオマーカーや酸化ストレスバイオマーカーに特異的なモノクローナル
抗体を、スライドガラス上にスピンコートされたアゾポリマーに光照射によりインプリンティングすることで
「抗体チップ」を作製し、化学発光で未病診断と共に統合医療治療の評価を測定しようというものである。
まず、メタボリックシンドローム診断の重要なバイオマーカーとして注目されているアディポネクチンに関
しては、既に「抗体チップ」化に成功しており、現在、アディポネクチン以外のレプチンやレジスチン、
mcp-1 などの肥満に係わるアディポサイトカインについても、アゾポリマー上への固定化の検討を進めて
いる（表-1-2.1）。
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表-1-2.1 現在、「抗体チップ」化が完了したモノクローナル抗体のリスト
本年４月より「特定健康診査・特定保健指導」いわゆる「メタボ健診」の実施が義務づけられており、未
病診断のために、微量の血液や唾液、尿中に存在する「疾患予防バイオマーカー」が着目されている。
このような背景で、われわれが開発した「抗体チップ」を用いて、科学的根拠を持つ統合医療診断法の
開発のための評価システムが確立されることが期待されている。「抗体チップ」プロジェクトは、科学技術
振興機構（JST）による「大学発ベンチャー創出推進事業」に選定され、2008 年 6 月には、筆者が中心と
なり、大学発ベンチャー企業「ヘルスケアシステムズ」社がスタートする予定である。われわれは、数年の
うちに、この「抗体チップ」を予防医学の分野に応用することで、未病診断を行い、各個人に適した科学
的根拠に基づく統合医療による治療への未病診断のツールになるものと期待している。
国家レベルでの大規模介入試験の必要性が唱えられ、また、バイオマーカーに基づいた大規
模な分子疫学研究の重要性も認識されてきている。そのためにも、微量の血液や唾液、尿中に存
在する「バイオマーカー」に着目し、われわれが開発した「抗体チップ」を用いて、科学的根拠
を持つ機能性食品の開発のための評価システムの開発が最終的な目標である。このプロジェクト
は、科学技術振興機構（JST）による平成 17-19 年度「大学発ベンチャー創出推進事業」に選定
され、2008 年 3 月で終了しているので、6 月には名古屋大学発ベンチャー企業、
（株）ヘルスケ
アシステムズ社を立ち上げる予定である。数年のうちに、この「抗体チップ」を予防医学の分野
に応用することで、未病診断を行い、各個人に適したテーラーメードの食指導が可能になるとと
もに、科学的根拠に基づく「機能性食品」、いわゆる、”Evidence-based Functional Foods”の
開発へのツールになるものと期待している。
このようにして確立されたモノクローナル抗体作製の技術を基盤として、抗体チップに搭載する疾患予
防マーカーに対するモノクローナル抗体を作製し、現在、試作中の抗体チップの実用性を、慶応大学で
の動物モデルでの漢方投与の評価試験と、明治鍼灸大学のグループが行っている鍼治療の患者の尿
についての評価用に準備を行った。われわれは、既にモノクローナル抗体の基盤的な作製技術を保有
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しており、酸化障害・酸化障害修復機能亢進に関連するマーカーに対する抗体作製の実績も有してい
る。今までに、酸化障害・酸化障害修復機能亢進マーカーに対する新規のモノクローナル抗体も作製し、
抗酸化能に関する、より情報量の多いプロファイリング解析を可能にしている。酸化ストレスバイオマーカ
ーに特異的なモノクローナル抗体の抗体チップへの応用については新規な抗体の作製も含めて、現在、
進行中である（表-1-2.2）。さらに、ハロゲン化チロシンやハロゲン化ＤＮＡに関するモノクローナル抗体
の作製と評価は終了しているので、今後、炎症反応や脳内老化制御に関連した酸化ストレスバイオマー
カーの確立を中心に検討を進めてゆく予定である

表-1-2.2 現在、「抗体チップ」化が進行中の「酸化ストレス」バイオマーカーに特異的な
モノクローナル抗体のリスト
現在、われわれが開発中の抗体チップは、1 枚当たり 40 スポットと 160 スポットの 2 つのタイプを開発
中である（図-12）。最初に、40 スポットプレートを用いて、まず、予備的なデータを収集した後に、160 ス
ポットプレートを用いて、大量のサンプルの測定を行う予定である、
現在、検討中の免疫反応システムについては、基本的には感度や保存安定性が保証されている市販
ELISA キットを流用し、各反応段階の最適化を行う。入手不可能な場合には、ビオチン化抗体の作製、
免疫反応の最適化等、免疫反応システムの構築が必要となる。また、Ｉ型アレルギーの活性評価に関し
ては、すでに既存の ELISA 測定系が構築されていれば、チップに容易に置き換えることができる。アレ
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ルギー分野については、市場性もあり、市販もされているアレルゲン物質の混入を検出できる「特定原
材料測定キット」に着目し、当該キットの開発元とプロテインチップへの搭載（ライセンスなど）について協
議を行う予定である。将来的にはアレルゲン搭載チップとして、漢方、鍼灸の治療の患者のアレルゲン
特定にも利用できるか、さらに詳細に検討していきたいと考えている。また、酸化ストレスバイオマーカー
との組み合わせについても、アレルギーに関係が深いと考えられる炎症性組織障害マーカー「ハロゲン
化チロシン」を認識する抗体（3A5, 3G4）のチップへの搭載を検討する必要がある。また、脳内老化につ
いては、名古屋大学で開発された DHA のヒドロペルオキシドに特異的なモノクローナル抗体に加え、兵
庫県立大学では、EPA やアラキドン酸に由来する新たなバイオマーカー、グルタロイルリジン (GLL)に
着目し、協力し合いながらモノクローナル抗体作製とともにアゾポリマー基板への固定化の検討を行っ
てゆきたい。
なかでも、中性脂肪蓄積や脂肪酸β酸化にかかわる酵素やレプチン、アディポネクチン以外のアディ
ポサイトカインなど肥満にかかわるホルモンの「抗体チップ」化と「酸化ストレス」に関連したバイオマーカ
ーに特異的なモノクローナル抗体の固定化を行う。さらに、I 型アレルギーについても、食品プロセスの
利用と共に、抗アレルギー食品の機能性評価、さらには、未病診断に利用できるような「モノクローナル
抗体」の選定と「抗体チップ」化への応用の可能性の検討を行う予定である。抗体チップ基板には、アゾ
ポリマーがスピンコートされている。今までに、多種多様なアゾポリマーが開発されてきたが、それらは、
紫外線を利用したものが大多数である。われわれが、用いているアゾポリマーの特徴は、可視光線で固
定化できることである。そのために、基板上にインプリントされるモノクローナル抗体の変性もなく、安定し
た品質を保てるものと期待されている。また、アイシン精機との共同研究で、現在市販されている化学発
光測定用機器に比べて安価な製品が開発されたので、近く、市販の予定である。

図-12 現在抗体チップとして作製中の 40 スポット/枚、160 スポット/枚の 2 種類の
モノクローナル抗体スポッティングされた基板の配置図
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２．１．２．９ ORAC 法の利用により、漢方素材の抗酸化能評価技術の確立と評価
アメリカ農務省の研究グループが中心になって、野菜や果物の抗酸化機能の標準化を目的に、
植物素材の持つ ORAC 値の測定が大規模に行われ、現在、野菜ジュースやスポーツドリンク、
飲料やサプリメントなどの広範囲な食品に表示が行われている。特に、図-13 に示したように、
アメリカ農務省によりＯＲＡＣに関するホームページが公開されるなど、ＯＲＡＣ法に関する期
待は大きい。
そこで、われわれは、漢方素材の持つ機能性評価の一つとして、ORAC 値の測定の検討を行っ
た。

図-13 アメリカ農務省により公開されているＯＲＡＣに関するホームページ
ORAC 測定方法は、96 穴蛍光測定用プレートの各ウェルに蛍光剤 167nM FL 150μl、各濃度の標準
液 Trolox、或いは、標準液の代わりブランク（PB）、測定試料 25μl を加え、よく混合した。プレートは事前
に３７℃を設定した蛍光測定機器にて１０分間インキューべ－トした。その後、氷上に冷やしたラジカル剤
である 150 mM AAPH 25μl を速やかに各ウェルに加え、シェークした後 5 分間隔で 30－45 分間測定し
た。
標準試料として用いた Trolox に関するデータを図-14 に示した。慶応大学との共同研究で、漢方薬剤
の ORAC 値を測定したが、それらの漢方素材の調製方法は以下の通りである。すなわし、各漢方薬剤
1.0 g を秤量し、5 ml の熱水を加えて混合した。さらに超音波で 2 時間処理を行った後に vortex で混合し、
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3,000 rpm、10 分間室温で遠心分離し、上清を回収した。回収した上清を 75 mM リン酸ナトリウムバッファ
ー(pH 7.4)で 10,000 倍希釈したものを ORAC 測定に使用した。

図-14 漢方素材の抗酸化機能測定に用いられた ORAC 法の概略
以上のように、抗体チップを用いた漢方、鍼灸患者の血液・尿を用いた評価試験の基板研究は順調
に進んでおり、また、今回、新たに導入した ORAC 法は、漢方素材の抗酸化活性測定に威力を発揮する
ものと期待されている。今後は、唾液なども含めた多種多様な素材を対象に、鍼灸、漢方の疾患予防効
果の評価法の確立を進めてゆきたい。
ヒトが摂取後の抗酸化機能評価と共に、重要視されているのが、漢方素材中の機能性評価法として
ORAC（Oxygen Radical Absorbance Capacity：活性酸素吸収能力）は、現在までに、数多くの野菜や果物
のデータベース化が行われている。米国での認知度は高く、既に ORAC 値を表記したサプリメントや飲料
の上市が進んでおり、消費者にその食品がどれだけ活性酸素を吸収する能力（抗酸化力）があるかを具
体的数値で示されている。しかしながら、発表された文献から、アメリカでの現状を調査・検討したところ、
ORAC 法だけで抗酸化機能をカバーすることは難しいのが現状で、ORAC 分析法の公定法化（分析値の
妥当性確認）の研究を行うこととした。一方、これまでに報告された他の分析法（DPPH や FRAP など）によ
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る学術データを活用するために、同一の標準品を用いて ORAC との間の相関性を確認し、その換算係数
をもって算出された抗酸化力も参考値として利用することとした。産官学が連携して、2007 年 4 月に、
Antioxidant Unit 研究会が設立されている。現在、多くのデータの収集と解析が進められてきており、こ
れらのデータはホームページ（http://www.antioxidant-unit.com/index.htm）に掲載されているので、そ
ちらを参照していただきたい（図-15）。

図-15 Ａｎｔｉｏｘｉｄａｎｔ－ｕｎｉｔ研究会のホームページ
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２．２ 漢方抗酸化能による動脈硬化予防効果評価
２．２．１ はじめに
本邦の人口高齢化に伴い、慢性腎臓病から末期腎不全へと進行する患者数が増加している。
2006 年末の日本透析医学会での統計では維持透析患者数が約 26 万人を超える状態となり、患者
数が年々増加している。なかでも、従来の慢性腎に伴う透析患者の比率が減少し、糖尿病患者の
透析患者比率が上昇してきている。さらに、慢性腎炎による透析からの透析導入よりもむしろ糖
尿病腎症による透析導入の比率が大となり、現在の本邦における疾病構造の変化が顕著化してい
る（図―1）。治療方策の面では、慢性腎臓病ならびに糖尿病に対して、降圧薬としてアンジオテ
ンシン変換酵素阻害薬ならびにアンジオテンシン受容体拮抗薬のアンジオテンシン作用抑制薬が
病態ならびにその進行抑制にある程度の効果をあげていることがこれまでの多くの研究により示
された。しかしながら、これらの薬剤でも、疾患の進行を阻止するには至らず、新たな治療戦略
の展開が求められている。すなわち、いままでの腎臓病治療を思い浮かべると、ステロイド・抗
血小板薬治療が慢性腎炎に使われていた。しかしながら、これらの治療だけでは十分な効果が発
揮できなかったため透析医療に移行する患者が年々増加していた。さらに、いまや糖尿病が慢性
腎臓病の重要な供給源となりそれに高血圧・動脈硬化が後押ししている状況のなかで、これらの
治療知識なしには慢性腎臓病の治療は不可能である。
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図-1 末期腎不全患者の原因疾患の年次的推移
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慢性腎臓病の病態の重要性をより一般人に普及する目的で、慢性腎障害に対する取り組みとし
て、欧米ならびに日本でも慢性腎臓病の定義が示された。すなわち、尿検査異常、画像・血液・
腎病理異常や、糸球体濾過率が 60min/mL/1.73m2 未満という、一般医家にとっても日常診療で行
える簡便かつ解りやすいものである。原因疾患として、腎炎、糖尿病、高血圧などの一般的な疾
患のみならず、メタボリックシンドロームや肥満、加齢などでも慢性腎臓病の定義に当てはまる
ことになり、この定義を適応すると、糸球体濾過率が 60mL/min/1.73m2 未満の比率の統計をみる
と 20 歳以上の成人の 18.7%、すなわち５人にひとりが慢性腎臓病であるという驚くべき結果が示
された。したがって、慢性腎臓病は生活習慣病と肩を並べるほどの頻度で日本人に蔓延している
ことになり、今後も増加の一途をたどることが十分に予測される。換言すれば、慢性腎臓病の医
療政策の成功するか否かにより、慢性腎臓病の患者数が左右されることが示唆される。
近年の数年間に慢性腎障害の存在そのものが心血管イベントのリスクとなり（図―2A）、しか
も蛋白尿や微量アルブミン尿の出現ですら心血管イベント発症を増加させることが立証されてい
る。むしろ、末期腎不全により透析療法を受けている患者における心血管イベントの頻度よりも、
透析療法に入るまでの段階で起こる心血管イベントの頻度の方が多いとの統計結果が報告されて
いる。さらに日本人の高リスク高血圧患者における検討で、慢性腎臓病の心血管イベントに与え
る危険率は糖尿病より高いこと（2.95 倍 vs. 2.59 倍）が報告された（文献 Hypertension：図―2B
）。このような慢性腎臓病が存在することにより心血管イベント発症が増加するいわゆる心腎連
関が腎臓病領域の研究における最近の話題となっており、このような観点からも慢性腎臓病なら
びに糖尿病に伴う心血管イベントの発症機序を明らかにすることは極めて重要な課題である。
一方、国家財政の面からみると、透析に関連する医療費に１兆 3 千億円を費やしており、また
透析を含めた慢性腎臓病の医療費は 4 兆円を超え、この数値は総医療費の 12％、国家予算（80
兆円）の 5.1%にあたることになり、防衛予算（6%）にほぼ匹敵することとなる。これに加えて、
慢性腎臓病に伴う心血管事故に関連するコストを考慮すると、これらの統計上の値のインパクト
は医療面だけでなく国家予算の面を含めた社会問題としてとらえるべきと考えられる。したがっ
て、慢性腎臓病は、患者数の多さ、隠れた病態の重篤性ならびに莫大な医療コストの三つの観点
からも、国策として解決すべき最重点問題のひとつである。
慢性腎臓病では、種々の代謝産物が蓄積することが知られている。クレアチニンは代表的な慢
性腎臓病のマーカーであるが、それ以外にも種々の活性物質が蓄積することにより、病態を形成
することが示されている。とくに酸化ストレス作用を有する物質は腎障害の進展に影響を与える
のみならず、血管収縮や動脈硬化など心血管イベントに関連する作用を惹起し悪影響を表わす。
従来、酸化ストレスを消去する物質として、ビタミン C やビタミン E などが知られているが、近
年の研究によりアンジオテンシン受容体拮抗薬やカルシウム拮抗薬などに抗酸化作用を有するも
のがあることが報告されている。さらに、漢方薬は中国ならびに日本古来の治療法であるが、近
年の研究により漢方薬にも同様に抗酸化作用を有することが試験管レベルで示されている。漢方
薬は、長年の使用経験により一般的には副作用が少ないとされているが、一方、その治療効果は
自覚症状の改善などが判断基準とされており、生化学的検査などの客観的な判定基準が望まれて
いる。この点に関して、漢方薬である小柴胡湯がネフローゼ症候群に対して投与され、蛋白尿減
少効果を有することが報告されている。当漢方薬は抗酸化作用を所有しており、この作用が蛋白
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尿減少作用に関与する可能性は十分に考慮されるべきである。しかしながら、現在までのところ、
生体内において漢方薬が抗酸化作用を表わすことにより病態を抑制するなどの有効性を示した報
告は見当たらない。
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図-2 CKD と心血管合併症
以上の観点から、本研究では慢性腎臓病あるいは糖尿病腎症における過剰な酸化ストレスが腎
障害増悪や血管老化因子と考え、漢方薬を動物ならびに慢性腎臓病・糖尿病患者に投与し抗酸化
作用と漢方薬の効果との評価を行った。今回用いた漢方薬は、生体外での抗酸化作用が強力であ
り、かつ現在臨床使用されている補中益気湯を採択した。
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２．２．２

動物における検討

(a) 酸化ストレスが腎循環に与える影響
酸化ストレスが腎における食塩感受性を規定するかの末井を検討する。近年の分子生物学の進
歩により、高血圧の成因としてイオンチャネルの異常等、腎尿細管での分子生物学的異常が一部
の高血圧の成因として明らかになった。しかしながら、多くの食塩感受性高血圧の成因は依然と
して解明されておらず、イオンチャネル自体ではなく、むしろ腎ナトリウム再吸収を修飾する種々
の因子の調節障害を主原因として推測する方が幅広い臨床像を説明するのに好都合であると考え
られる。一方、近年腎内局所の一酸化窒素（NO）の役割が血圧調節として注目されているが、こ
れに加えて腎 NO を失活させる酸化ストレスが高血圧動物の尿細管で増加していることが報告さ
れている。これに関して、本研究室では、圧－Na 利尿曲線が食塩感受性ラットで減弱しているこ
とを報告している（図―3A）。さらに、肥満では食塩感受性を示すことが多いとされている。
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図-3 Zucker ラットにおける圧-利尿
このような背景を踏まえて、本研究では肥満ラットモデルである Zucker obese ラットを用いて、
圧－利尿曲線の変化ならびに腎臓内の NO およびフリーラジカルの影響を、食塩感受性高血圧の
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成因としての観点から検討を加えた。
Zucker ラットでは、腎における圧－Na 排泄に重要な役割を示す髄質での NO 産生量が、対照
ラットである lean ラットでは腎灌流圧の上昇により増加するのに対し、obese ラットではこの圧
刺激では増加しなかった（図―3B）。さらに、Tempol の前投与により障害された圧―Na 利尿曲線
が一部改善することが示された。
これらの結果より、食塩感受性を示す Zucker obese ラットでは腎間質における NO 産生能の減
弱が圧―利尿曲線に影響を与え、その因子として酸化ストレスの過剰が関与することが示された。
(b) 糖尿病マウスにおける検討
糖尿病では過剰な酸化ストレスが心血管系に障害を与えることがこれまでの多くの臨床ならび
に基礎研究により報告されている（図－4）。そこで、Streptozotocin 誘発性糖尿病マウスを作成
し、漢方薬の抗酸化作用とその効果を検討した。

Hypertension 2002;39:135-141

JASN 2003;14:S250-S253

図-4 慢性腎臓病における酸化ストレス
10 週齢の C５７BL/6J マウスに対し、Streptozotocin（150mg/kg）を腹腔内投与し糖尿病を誘
発した。１週間後より補中益気湯（クラシア社、1g/kg/day）を混餌にて 2 週間にわたり投与し、
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血液ならびに採尿を行った（図－5）。

C57BL/6J マウス（４週齢、オス）
漢方薬(補中益気湯: 1g/kg/day)による効果

-1

0

2-3週

図-5 糖尿病マウスにおける酸化ストレスマーカーの検討
2 週間後の血糖値は両群間で差異を認めなかった（p>0.5）
（図―6）。血清クレアチニン値は、対
照 群 （ 0.185±0.032 mg/dL, n=10 ） に 比 し 、 補 中 益 気 湯 投 与 群 で 有 意 に 低 値 で あ っ た
（0.164±0.012mg/dL, n=11, p<0.05）。同様に、尿中蛋白尿とクレアチニンの比は対照群（6.57）
より低値傾向を示した（3.313±1.353）。
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図-6 糖尿病マウスにおける血液・尿成績
次に、心血管病変の進行に深く関わるとされる MCP-1 ならびに IL-6 などのマーカーに対して
漢方薬が与える影響について検討を行った。血清中 MCP-1 濃度は抗マウス MCP-1 抗体を固定し
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たアゾポリマーチップを用いた。すなわち、MCP-1 チップを 1%BSA でﾌﾞﾛｷﾝｸﾞした後、MCP-1 標
準品及び Streptozotocin マウスの血清を添加し、60 分間反応させた。その後、洗浄、乾燥を行い、
ビオチン化 anti-MCP-1 antibody を 60 分反応させた。反応を終えて洗浄した後、水を軽く切り、
streptavdin-AP にて 60 分間反応させた後、洗浄、乾燥を行った。最後に基質 CDP-star 液を加
え、アイシン Lumivision で検出を行った。その結果、補中益気湯投与により、わずかな血中 MCP-1
濃 度 の 低 下 が 見 ら れ た が 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た （ 対 照 353±42pg/mL vs. 307±18
pg/mL,p>0.2）（図―7）。

図-7 糖尿病マウスにおける MCP-1 ならびに IL-6
さらに、補中益気湯による血中 IL-6 濃度への影響を検討した。測定方法は、anti-mouse IL-6
antibody を固定したアゾポリマーチップを用いて実験を行った。すなわち、IL-6 チップを 1%BSA
でブロッキングした後、IL-6 標準品及び Streptozotocin マウスの血清を添加して、60 分間反応
させた。その後、洗浄・乾燥を行い、ビオチン化 anti-mouse IL-6 antibody を 60 分反応させた。
反応を終えて洗浄した後、水を軽く切り、AMDEX-streptavdin-AP 液にて 2 段階反応させた。最
後に、基質 CDP-star 液を加え、アイシン Lumivision で検出を行った。その結果、補中益気湯に
よる血中ＩＬ－6 濃度への影響は認められなかった（対照 23.78±2.62pg/mL, n=5、補中益気湯
23.84±3.08pg/mL, n=5, p>0.5）（図－7）。この結果に関して、血清スポットのバックグランドが
高いため測定面積が正確に取れなかった。その原因として、おそらく血清中に存在した他の共雑
物の影響が大きな要因だと思われた。
さらに、抗酸化能を示すシステイン、システニルグリシン、グルタチオン、ホモシステインな
どの低分子チオールの補中益気湯による動態を検討した。測定は別項に示されている方法により
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行われた。
その結果、対照群に比し補中益気湯投与群では、還元型システインは増加傾向を示し
（1.635±0.379 vs. 0.936±0.234, p=0.15）、還元型＋酸化型の総和は逆に減少した（1.692±0.251 vs.
2.506±0.404, p=0.13）（図-8）。これらの結果から、補中益気湯により還元型システインが増加し
酸化型システインは減少していることが推定された。同様な傾向はシステニルグリシンでも観察
された（還元型、0.294±0.115 vs. 0.199±0.0、 p=0.14；還元型＋酸化型、0.159±0.087 vs.
0.348±0.091, p=0.71）。一方、ホモシステインやグルタチオンでは差異を認めなかった。

図-8 糖尿病マウスにおける低分子チオール
(c) 慢性腎臓病ラットにおける検討
当研究室では 5/6 腎摘ＳＨＲラットの特徴として、血清クレアチニン値上昇、血圧上昇（図―9A）、
蛋白尿増加（図―9B）とともに腎組織の障害（図―10,11,12）が進行することを報告してきた。し
たがって、5/6 腎摘を施された動物は、慢性腎臓病モデル動物として適することが示された。一方、
前述のように、慢性腎臓病では、酸化ストレスが過剰に産生あるいは蓄積されることが種々の研
究により報告されている。本研究では、高血圧自然発症ラット（SHR）に対し 5/6 腎摘を施し、
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慢性腎臓病を作成し、生体内における補中益気湯の抗酸化能の有無について検討を加えた。すな
わち、5/6 腎摘により慢性腎障害を誘発後、２週間にわたり補中益気湯を投与した。その後、採血
を行い血液内の酸化ストレスが亢進しているか否か、ならびに臓器障害のマーカーとして下記の
項目を評価した。
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図-9 5/6 腎摘ラットにおける血圧・蛋白尿の変化
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図-12 5/6 腎摘ラットにおける ED-1 発現
まず、初期脂質酸化の生成物である N-hexanoyl-lysine (HEL)の検討を行った。測定方法とし
て、HEL スタンダード及びサンプルはエッペンにてビオチン化抗 HEL 抗体と混合し、一時間反
応させた。その後、混合液を 1μL、HEL プロテインチップに添加し潤湿箱に 60 分間反応させた。
反応が終わって、TPBSｘ１で洗浄を行い、水を軽く除いた後、チップをストレプトアビジン液に
60 分間振倒しながら反応させた。最後に、基質 CDP-star 液を加え、アイシン Lumivision で検
出を行った。
その結果、血中ＨＥＬ濃度は対照 5/6 腎摘ＳＨＲラットでは 142.0±47.5 nmol/L (n=4)であるの
に対し、補中益気湯を投与された 5/6 腎摘ＳＨＲでは 42.0±17.4 nmol/L (n=5)と低値傾向を示し
た（p=0.06）（図―13A）。
次に、血中ＭＣＰ-1 の測定は Biosource rat MCP-1 ELISA kit を用いて行った。その結果、対
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照群（248.0±3.7 pg/mL, n=4）と補中益気湯群（232.0±17.5 pg/mL, n=5）間に差異を認めなかっ
た（p>0.5）（図―13B）。
さらに、インスリン抵抗性促進や血圧上昇に関連するメタボリックシンドロームのマーカーの
ひとつである resistin の血中濃度の測定を Biovendor rat resistin ELISA を用いて行った。その
結果、補中益気湯投与ＳＨＲにおいて、血中 resistin 濃度が低値を示した（対照ＳＨＲ 50.67±1.58
ng/mL, n=4、補中益気湯投与ＳＨＲ 43.25±2.99 nmol/L, n=5、p=0.05）（図―13C）。

P=0.06

図-13 5/6 腎摘ラットにおける血中 MCP-1、HEL
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２．２．３

慢性腎臓病患者における検討

慢性腎臓病患者における漢方薬の抗酸化作用の検討を行った。対象は酸化ストレス負荷が強い
と考えられている慢性腎臓病（血清クレアチニン値 2mg/dL 以上）患者とした。漢方薬は、生体
外での結果より、医療用漢方製剤である補中益気湯とした。補中益気湯は体力増強目的の補剤と
して幅広く用いられる薬剤であり、ヒトにおける安全性も担保されている。また、腎障害におけ
る蓄積性等の報告はないことからも、本漢方薬を選択した。
評価項目は補中益気湯（7.5ｇ、分３食前）を 2-4 週間投与し、尿蛋白、腎機能とともに血中・
尿中酸化ストレスマーカーの変化を評価するとこととした。今回の検討により、生体内で漢方薬
の抗酸化能が示せるかどうかを検討する。その結果は、漢方薬以外にも、食事介入、運動療法、
サプリメントなど予防医学の場において幅広く応用可能な評価法になることが期待される。
(a) 当初の研究計画
封筒法により漢方薬投与群（補中益気湯 7.5ｇ、分３食前）
、非投与群に振分け、2-4 週間後、
尿蛋白、腎機能とともに血中・尿中酸化ストレスマーカーの変化の評価を行うこととした（図―14）。
すなわち、対象は酸化ストレス負荷が強いと考えられている慢性腎臓病（糖尿病を含む、血清ク
レアチニン値 2mg/dl 以上）患者 40 名とし、うち 20 名は漢方薬服用群、うち 20 名は非服用群
として、コントローラーによりランダムに振り分けられる。2-4 週間の投与前後の変化を Wilcoxon
検定により評価を行うこととした。
本臨床試験は保険診療の範囲で行うため、試験期間中 2 回行われる肝機能、腎機能、電解質な
どの日常診療に関する諸検査費用については、従来通り患者負担となることを明記した。また、
本試験に用いる漢方薬の薬剤費についても保険診療となり、自己負担率により異なるが、600～
1800 円の負担を推定していた。当初の研究計画では、当大学病院に通院中の外来慢性腎臓病患者
を対象と計画していた。しかしながら、本臨床試験に対する十分な説明時間を要するため、患者
対象を外来から入院となる患者、あるいは入院から外来通院となる患者を含めて行った。なお、
研究計画書に関しては現状のもので問題ないと考えた。
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図-14 慢性腎臓病患者における酸化ストレスの検討
(b) 最終研究計画
本臨床研究の遂行に関する問題点を解決すべく、対象患者を上記のように設定した。
当大学の倫理委員会へ諸書類を提出し、3 回の修正を加えたのち、平成 19 年 11 月の時点で委
員会の合意の上で、最終承認を得た。最終的に本大学で承認された、倫理委員会申請書（別紙―
１）、患者説明文書（別紙―２）ならびに患者協力の同意書（別紙－３）を示す。
なお、本臨床試験は、平成 19 年 11 月１日に大学病院医療情報ネットワーク研究センター
（UMIN）、ＵＭＩＮ臨床試験登録システム（ＵＭＩＮ－ＣＴＲ）への登録を行い、下記の承認を
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得ている。
登録番号：UMIN000000850
登録日：平成 19 年 11 月 1 日
試験名：慢性腎臓病における漢方の抗酸化能の評価法開発
試験責任者：

林

晃一
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別紙-1 (1)

倫 理 審 査 申 請 書
平成 19 年

10 月 30 日

慶應義塾大学医学部倫理委員会
委員長

大前

和幸

殿

部門長

所
職

属

腎臓・内分泌・代謝内科

名

氏

教授

名

伊藤

裕

印

申請者（実施責任者）
職

名

専任講師

氏

名

林

連絡先
＊受付番号
１

－

印

６２３１２

号

審査対象（いずれかに○）

基礎研究計画

臨床研究計画

その他（
２

晃一

医療計画
）

課題名
慢性腎臓病（糖尿病を含む）における漢方の抗酸化能の評価法開発

３

研究組織

分担者
氏

名

伊藤

裕

所

属

職

名
内科学教室

教授

渡辺賢治

漢方医学寄附講座

准教授

石毛

敦

漢方医学寄附講座

講師

西村

甲

漢方医学寄附講座

講師

大澤

俊彦

名古屋大学大学院生命農学研究科

教授

個人情報管理者
氏

名

中谷英章

所

属

職

クリニカルリサーチセンター

名

助教

共同研究機関と担当者（多施設共同研究の場合は研究組織名と代表者）
平成 19 年度文部科学省科学技術振興機構科学技術振興調整費重要政策課題への機動的対応の
推進における課題３．「相補・代替医療及び統合医療の科学的評価手法の調査研究」で、「漢方抗
酸化能による動脈硬化・脳内老化予防の体系的評価手法開発」
（中核機関 慶應義塾大学 研究者代
表 渡辺賢治）での共同研究として申請する。
（分担研究代表者 慶應義塾大学内科学教室 伊藤裕、
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別紙-1 (2)
林晃一、漢方医学寄附講座 石毛敦、西村甲、名古屋大学大学院生命農学研究科 大澤俊彦）
４

計画の概要 (審査対象が臨床研究計画・医療計画・その他で、臨床観察研究、診断法・治療法の

臨床研究、フィールド研究等、疫学研究に属するものについては、１３項で研究計画の詳細を記載す
ること)

計画の概要
漢方薬治療は自覚症状を重んじる治療体系であり、治療効果判定も自覚症状が改善されたか
どうかに重きがおかれる。しかし患者の自覚症状が軽減されたことを証明するためには客観的
に評価する手法が必要である。申請者が分担研究者となっている平成 19 年度文部科学省科学技
術振興機構科学技術振興調整費重要政策課題への機動的対応の推進における「漢方抗酸化能に
よる動脈硬化・脳内老化予防の体系的評価手法開発」（中核機関 慶應義塾大学 研究者代表
渡辺賢治）では、今後の予防医学を含めて期待されている漢方薬の抗酸化作用を、従来の生体
外の系だけでなく、生体内の系でも確認することを目的としている。
漢方薬が抗動脈硬化作用を有していることはよく知られているが、その機序として抗酸化作
用が一つの大きな役割を果たしていることが示唆されている。いままでも電子スピンアッセイ
法はじめ、種々の生体内または生体外の系において漢方薬の抗酸化作用が証明されている。し
かしながら、漢方薬は多くの配糖体や多糖成分を含み、体内では腸内もしくは肝内で代謝され
た物質によってその薬効が発揮されている可能性が高く、生体内での実験結果は必ずしも生体
外での結果を反映していない可能性が高い。
生体内での抗酸化能を評価するためには、適切な指標が必要であるが、現在までに確立した
生体内指標が存在しない。そこで今回の研究では生体内での抗酸化能を実際に測定するために、
２つの方法を取る。一つは漢方医学寄附講座にて開発された酸化型/還元型低分子チオールの測
定である。これは短期の指標として有用である。二つ目は従来測定されているグルタチオンペ
ルオキシダーゼなどのマーカーを、複数同時に測定する抗体チップのシステムである。本手法
は名古屋大学大学院生命農学研究科で開発中であり、適切な指標が決定されるまでの間は複数
の指標を同時に測定し、適切な指標の評価をする、というものである。こちらは中・長期的な
酸化ストレス評価になると考える。
対象は酸化ストレス負荷が強いと考えられている慢性腎臓病（糖尿病を含む、血清クレアチ
ニン値 2mg/dl 以上）患者 40 名とし、うち 20 名は漢方薬服用群、うち 20 名は非服用群として、
コントローラーによりランダムに振り分けられる。漢方薬は生体外での結果より医療用漢方製
剤補中益気湯とする。補中益気湯は体力増強目的の補剤として幅広く用いられる薬剤である。
投与期間は 2 週間とし、前後の変化を Wilcoxon 検定により評価する。
以上の研究により生体内で漢方薬の抗酸化能が示せるかどうかを検討する。その結果は、漢
方薬以外にも、食事介入、運動療法、サプリメントなど予防医学の場において幅広く応用可能
な評価法になることが期待される。
4.1.

目的と方法

目的：
漢方薬の抗酸化作用を、従来の生体外の系だけでなく、生体内の系で確認する。
方法：
計画の対象
慶應義塾大学病院腎臓・内分泌内科に通院中の患者で 5.1 の選択基準、除外基準をすべて満たす
者を試験対象とする。
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4.2

研究協力者の人数
40 名

4.3

実施期間
2007 年 10 月 1 日～2007 年 12 月 31 日

4.4

実施場所
採血 慶應義塾大学病院採血室
低分子チオールの測定 慶應義塾大学医学部漢方医学寄附講座
抗体チップを用いた抗酸化能の評価 名古屋大学大学院生命農学研究科

５

研究協力者の選定・依頼と協力の詳細

5.1

選定基準（13.4 に詳述する場合は概要を記載）

選択基準
下記の選択基準をすべて満たす患者を調査の対象とする。
（１） 試験実施医療機関に通院中の患者
（２） 試験参加に文書同意の得られた患者
（３） 年齢 20 歳以上 70 歳未満
（４） 慢性腎臓病（糖尿病腎症を含む）で血清クレアチニンが 2.0 mg/dl 以上の患者。
除外基準
（１） 主治医が本試験を安全に実施するのに不適当と認めた患者
（２） 試験薬以外の漢方薬を服用中の患者
（３） 過去に漢方薬による副作用歴のある患者
5.2

依頼方法

本研究の実施に際し、対象となる外来通院患者に対して本研究の説明書を渡し、１）調査の目
的および方法、２）予定される調査期間、３）同意しない場合でも不利益を受けないこと、４）
同意した場合でも随時これを撤回でき不利益を受けないこと、５）個人に関わる秘密が保全され
ること、について理解した上で、文書同意を求める。文書同意の得られた患者に対して本研究を
実施する。
5.3

協力の詳細（診療記録の利用、検査、検体の種類・量、服薬、アンケートなど）

漢方薬は医療用漢方製剤補中益気湯を 7.5ｇ分３食前で、2 あるいは 4 週間服薬してもらう。採
血は服薬前、2 あるいは 4 週後に 2cc（テルモ；ベノジェクト真空採血管）2 本（計 4cc）を行い、
遠心分離後、個人が特定できないように符号化し、個人情報の管理はクリニカルリサーチセンタ
ーの中谷が行う。血清 1 本は漢方医学寄附講座にて低分子チオールの測定を行い、１本は名古屋
大学大学院生命農学研究科に送付して、抗体チップにて測定を行う。この際も符号化した番号の
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みをサンプルにラベルし、個人が特定できないように配慮する。
年齢、性別、喫煙歴などの基本情報は診療記録から転記する。また、副作用のチェックのため
に肝機能、電解質のチェックは通常の診療として行っているものを参照する。
６

計画が準拠する倫理ガイドライン
研究協力者に対する人権の尊重は厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」に則る。また本

学の定める個人情報の保護を遵守する。また、収集したデータの管理においても、データの漏洩
がないよう十分に配慮する。
７ 研究協力者への危険性とそれへの対処方法、協力者の利益、および社会的な危険性と利益の予
測
使用する薬剤は医療用漢方製剤として長年用いられている極めて安全性の高い薬剤である。し
かしながら、発疹・発赤・かゆみ等の皮膚症状が出現することもあり、また重篤な副作用として
間質性肺炎、肝障害の可能性を示唆する報告もある。いずれも服薬中止によって症状が改善する。
これら、または予期せぬ健康被害の起こった場合は保険診療内で対応する。
サンプルは個人情報が分からないように記号化（連結可能匿名化）し、厳重に保管されるので、
個人情報の漏洩による研究協力者の社会的不利益はない。本研究は過去 30 年の実績のある医療用
漢方製剤を用いるもので、極めて安全な試験と考える。また、採血に際しては量も少なく、通常
の採血の危険性に準ずる。結果は協力者には還元せず、特に研究協力者が利益を被ることはない。
８ 個人情報を保護する方法（匿名化の方法、発表の際の配慮等、とくに検体等を学外に移動する場
合の配慮）

全ての医療情報ならびに採血サンプルはクリニカルリサーチセンターにて記号化（連結可能匿
名化）される。解析は、漢方医学寄附講座ならびに名古屋大学大学院生命農学研究科にて行われ
るが、個人情報の漏洩がないように記号化されたサンプルとして処理されるために、個人情報の
漏洩はない。解析結果は再び漢方医学寄附講座によって厳重に管理される。
９ 研究協力者に理解を求め同意を得る方法（説明書および同意書を添付）
本研究に参加していただく患者は慶應義塾大学医学部内科学教室の伊藤裕、林晃一を責任者と
して、研究協力者に説明書をもとに十分時間をかけて説明し、同意書を取ることにする。
9.1 インフォームド・コンセントを受けられない協力者（未成年等）が必要な場合の理由
該当せず
9.2 研究実施前提供試料等を使用する場合の同意の有無，内容，提供時期，関連指針への適合性
該当せず
9.3 他の研究実施機関から試料等の提供を受ける場合のインフォームド・コンセント
（説明書および同意書を添付）

該当せず
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１０

研究資金の調達方法（共同研究機関等との契約書がある場合にはコピーを添付、研究協力者に
医療費負担がある場合はそれを明記）

本調査研究は、研究資金として文部科学省科学技術振興機構より科学技術振興調整費を受けて
行われるものである。採血管、抗酸化能の評価に関しては本研究費にて調達する。その他の採血
項目は通常の医療の中で行われる範囲のものを利用する。ただし、使用する漢方薬の薬剤費に関
しては保険診療として患者負担（健康保険の自己負担比率により異なるが、約 600～1800 円）と
する。
１１

研究終了後の試料等の扱い

11.1 試料等の廃棄方法、匿名化の方法
漢方医学寄附講座にて保管したサンプルは記号化され、今後の研究に必要ない場合には、記号
化された状態で廃棄される。
11.2 試料等の保存の必要性、保存の方法、匿名化の方法
全ての資料は漢方医学寄附講座に収集され記号化される。本調査で行った評価の妥当性が得ら
れれば、今後の研究の資料として保存される。
11.3 ヒト細胞・遺伝子・組織バンクに試料等を提供する場合のバンク名，匿名化の方法
該当せず
―――――
１２

以下は該当する研究のみ記入

――――――

遺伝子解析研究における配慮

12.1 遺伝情報の開示に関する考え方
該当せず
12.2 遺伝カウンセリングの体制
該当せず
１３

研究計画の詳細（審査対象が臨床研究計画・医療計画・その他で、臨床観察研究、診断法・治
療法の臨床研究、フィールド研究等、疫学研究に属するもの）

13.1 研究目的
目的：
漢方薬の抗酸化作用を、従来の生体外の系だけでなく、生体内の系で確認する。
方法：
計画の対象
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慶應義塾大学病院腎臓・内分泌代謝内科に通院中の患者で選択基準、除外基準をすべて満たす者
を試験対象とする。
方法： 患者登録は慶應義塾大学病院

腎臓内分泌代謝内科外来を対象に行う。あらかじめランダ

ムに割り付けられた結果の入った封筒を同意が得られた順に開封し、服薬群、非服薬群に割り付
ける。
服薬群は医療用漢方製剤補中益気湯 7.5ｇ（分３食前）を 2 あるいは 4 週間服薬し、服薬前後に
採血を行う。
非服薬群は割付後、2 あるいは 4 週後に採血を行う。
採血は 2cc のベノジェクト真空採血管（テルモ）2 本を行うとともに、通常医療の中で行われる、
腎機能、肝機能、電解質のチェックを行う。
試験期間中はそれまでの生活習慣を変えずに、新たな漢方薬や健康食品等の摂取を禁じる。
採血後、遠心分離し、血清サンプルとした後、記号化して保管する。
1 本の血清にて低分子チオール（システイン、ホモシステイン、システニルグリシン、グルタチ
オン）の酸化型、還元型を測定する。本手法は漢方医学寄附講座にて開発され、現在特許出願中
である。
1 本の血清は記号化されたまま名古屋大学農学部に送付される。名古屋大学にて測定される予定
の項目は以下の通りである。
DNA 酸化傷害バイオマーカー
8-hydroxydeoxyguanosine(8-OHdG)、tymidine glycol,

oxo-heptedG1,

N4-,5-diCldC2
脂質過酸化バイオマーカー
Ne-hexanoyl-lysine(HEL)、Ne-azelayl-lysine(AZL)、Ne-succinyl-lysine(SUL)、
4-hydroxy-2-nonenal(4-HNE)、4-hydroxy-2-hexenal(4-HHE)、acrolein (ACR)
crotonaldhyde(CRA)、7-ketocholesterol(7-KC)
活性酸素傷害バイオマーカー
dityrosine(DT)、bromotyrosine(BT)
その他動脈硬化マーカー
adiponectin、TNF-alpha
研究スケジュール
研究の説明

封筒法による

文書同意取

割付・採血

0週

サンプルの測
採血

2 あるいは 4 週
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試料等の種類
年齢、性別、糖尿病歴、腎機能などの基本情報は診療記録より得る。今回の研究に用いる血液
サンプルは 4cc（2cc ずつ 2 本のベノジェクト真空採血管に採取）で、すぐに遠心分離をして血清
とする。血清サンプルは記号化し、個人情報管理者の添田のみが対比が可能な状態とする。サン
プルの１つは漢方医学講座にて低分子チオールの測定に用いられ、もう１つは名古屋大学大学院
生命農学研究科に送付し、抗体チップによる測定が行われる。
共同研究機関の名称
名古屋大学大学院生命農学研究科
研究責任者等の氏名
漢方医学講座

渡辺

賢治

研究意義：
高齢社会を迎え、高齢者が生産性を保ちながら長生きすることが重要な課題である。一方そ
れを支える壮年期の生産者には、心筋梗塞、脳梗塞といった動脈硬化性疾患への危険性が増大
している。こうした疾病構造の変化を背景に増え続ける医療費を抑制するためにも、予防医学
の確立が重要かつ急務である。漢方医学には古来より「未病を治す」という言葉があり、予防
医学を重視している。事実動脈硬化や脳内老化が生体での酸化ストレスを誘因とした慢性炎症
により進行するのに対して、生薬製剤である漢方薬には抗酸化の機能があり、それら疾病の進
展予防に大きな期待がかかっている。しかしながら従来の漢方薬抗酸化能に関する研究は、生
体内での評価がほとんどであり、生体での評価手法が確立されていない。本研究では、動脈硬
化に対する予防医学領域での漢方薬の適切な評価手法の開発・確立を目的とする。
本研究の結果は漢方薬の抗動脈硬化・抗脳内老化作用の評価一般に使用可能であるととも
に、漢方薬以外のサプリメント、健康食品、機能性食品をはじめとする代替医療、さらには
現在行われている運動療法、食事療法などの西洋医学的アプローチで、抗動脈硬化、抗脳内
老化、抗酸化を標榜するすべての予防医学的介入に対する評価の標準となりうると期待でき
る。
13.2 研究デザインのタイプ
（無作為化比較試験(RCT)、非無作為化比較試験、症例対照研究、等）

無作為化比較試験(RCT) （オープンスタディー）
13.3

結果（アウトカム）と原因（曝露）に関する指標

13.3.1 結果（アウトカム）の指標
（研究目的とする結果、結果評価に用いる指標、結果情報入手時のブラインド、等）
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慢性腎臓病患者で増加すると考えられる酸化ストレスに対し、漢方の抗酸化能が生体内で作用
するか否かを、チオール測定や抗体チップを用いて評価する。
13.3.2 原因（曝露）の指標
（研究目的とする原因、RCT 等の介入研究では介入法や割り付け法、等）

予め無作為割付をコントローラーによって行い、封筒法によってランダムに薬剤投与群、非投
与群に割り付ける。服薬群に割り付けられた患者は 2 あるいは 4 週間、漢方薬を服薬してもらう。
13.3.3 結果に影響する可能性のある因子(交絡要因)に対する配慮
（交絡要因情報の種類・収集法、予測される交絡要因の調整法、等）

研究期間は生活習慣に大きな変更がないようにお願いし、あらたな健康食品等の摂取がないよ
うにお願いする。
13.4 研究対象者
13.4.1 研究対象者となる可能性のある集団の全体
慶應義塾大学病院腎臓内分泌代謝内科通院中の慢性腎臓病（糖尿病を含む、血清クレアチニン
値 2.0 mg/dl 以上）の患者
13.4.2 取込（採用）基準 （比較群についても記載）
下記の選択基準をすべて満たす患者を調査の対象とする。
（１） 試験実施医療機関に通院中の患者
（２） 試験参加に文書同意の得られた患者
（３） 年齢 20 歳以上 70 歳未満
（４） 慢性腎臓病（糖尿病を含む）で血清クレアチニン値が 2.0 mg/dl 以上の者。
13.4.3 除外基準 （比較群についても記載）
（１）主治医が本試験を安全に実施するのに不適当と認めた患者
（２）試験薬以外の漢方薬を服用中の患者
（３）過去に漢方薬による副作用歴のある患者
13.4.4 サンプル数およびその算出根拠
本研究のサンプル数を計算する根拠となるような基礎研究、臨床研究を基にパワーアナリシス
を行ったところ、非投与群平均= 1，SD＝0.5

投与の効果

低分子チオールが半減、α=0.05

Power=80% と仮定した場合、40 例（服薬群、非服薬群各 20 例）と設定したが、実際の効果とし
ては低分子チオールが半減するほどの効果は期待できないと思われる。その他参考となるデータ
が存在せず、本研究データが今後の研究の参考となると予想される。
13.4.5 （介入研究）対象者に対する介入打ち切り基準
（副作用、心身状態の悪化・変化等で介入を中断する場合の基準）
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胃腸障害等の副作用が生じた場合には中断する。
13.4.6

（介入研究）コンプライアンスの確認方法

研究終了時に余った薬剤を回収する形でコンプライアンスを確認する。
13.5

追跡・打ち切り

13.5.1 研究期間
研究期間は 2 あるいは 4 週間とする。
13.5.2 （介入研究、前向き観察研究）追跡不能例に対する対処
採血によるサンプルが揃わない場合には研究継続の必要がないので、追跡不能例に対しては脱
落として処理する。
13.6

(介入研究) 研究の中止

136.1 研究の中止基準
本研究は探索的研究であり、研究期間が短期間であることから、研究を中止する事態は予測さ
れない。
13.6.2 中止基準の確定法
該当せず
注－１）＊印の箇所は，記入しないで下さい。
－２）審査対象欄は該当する項目を○で囲ってください。なお，「その他」の場合は，具体的に
内容を記入してください。
－３）当申請書はオリジナル１部と写し１部を提出してください。
－４）審査対象に関する書類（参考文献等）がある場合には，２部添付してください。
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説明文書

－慢性腎臓病（糖尿病を含む）で通院されている患者様へ－
漢方薬の抗酸化能の評価の研究への参加ご協力のお願い

１． 研究題目
平成 19 年度文部科学省科学技術振興機構科学技術振興調整費重要政策課題への
機動的対応の推進における「漢方抗酸化能による動脈硬化・脳内老化予防の体系的
評価手法開発」（中核機関

慶応義塾大学

研究者代表

渡辺賢治）では、今後の

予防医学を含めて期待されている漢方薬の抗酸化作用を、従来の生体外の系だけで
なく、生体内の系でも確認することを目的としています。この研究は、その一環で
ある「慢性腎臓病（糖尿病を含む）における漢方の抗酸化能評価法開発」のための
臨床研究です。
研究は漢方薬を 2 あるいは 4 週間服薬してもらう方と服薬しないで検査だけさせて
いただく方に割り付けられます。割り付けは予め決まっており、登録順に決定されま
ほちゅうえっ き とう

す。服薬群に割り付けられた方は医療用漢方製剤（補中益気湯） 1 回 2.5ｇを 1 日 3
回食前 30 分に服薬していただきます。薬剤は医療用として長年使用されております
ので、その安全性は極めて高いと考えます。発疹・発赤・かゆみ等の皮膚症状が出現
することもあり、また重篤な副作用として間質性肺炎、肝障害の可能性を示唆する報
告もありますが、いずれも服薬中止によって症状が改善します。
研究期間中は研究開始時と 2 ないし 4 週間後に採血（2cc の採血管 2 本）をさせて
いただきます。採血サンプルは個人情報の管理に十分注意した上で、慶應義塾大学内
で低分子チオールといわれる生体内の酸化/還元の調整をしている物質の酸化型/還
元型を測定します。また、名古屋大学大学院生命農学研究科で生体内の物質が酸化さ
れた状態にあるかどうかをチェックします。これらの研究結果は今後の予防医学分野
で重要視されております、漢方薬の動脈硬化予防の効果を検証する基礎としたいと考
えております。
上記の趣旨をご理解いただき、皆様への研究協力をお願いする次第です。
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２．研究協力の任意性と撤回の自由
この研究に協力をしていただけるかどうかについては、あなたの自由意志でお決め下さい。
同意後であっても、いつでも辞退することができます。そのときには、ただちに研究対象から
除外いたします。
辞退されたことを理由に、その後の治療が不利益になるようなことは一切ありませ
ん。
３．研究目的
本研究の目的は漢方薬の抗酸化作用を、生体内で評価することです。
４．研究方法，期間
対象：慶應義塾大学病院内科に通院中の患者さんで下記の選択基準、除外基準をすべ
て満たす者を試験対象とします。
選択基準
（５） 試験実施医療機関に通院中の患者
（６） 試験参加に文書同意の得られた患者
（７） 年齢 20 歳以上 70 歳未満
（８） 慢性腎臓病（糖尿病を含む）で血清クレアチニン値が 2.0mg/dl
以上の者。
除外基準
（１）主治医が本試験を安全に実施するのに不適当と認めた患者
（２）試験薬以外の漢方薬を服用中の患者
（３）過去に漢方薬による副作用歴のある患者
方法および研究期間：あらかじめランダムに割り付けられた結果の入った封筒を同意
が得られた順に開封し、服薬群、非服薬群に割り付けられます。服薬群は医療用漢方
製剤補中益気湯 7.5g（分３食前）を 2 あるいは 4 週間服薬していただきます。服薬前、
服薬後 2 あるいは 4 週間後に採血を行います。
非服薬群は割付後、2 あるいは 4 週後に採血を行います。採血は 2cc のベノジェク
ト真空採血管（テルモ）2 本を行うとともに、通常医療の中で行われる、腎機能、肝
機能、電解質のチェックを行っていただきます。試験期間中はそれまでの生活習慣を
変えずに、新たな漢方薬や健康食品等の摂取をしないように注意してください。
採血したサンプルは血清分離をした後に、記号化して保管し、個人情報が漏洩しな
いように細心の注意を払います。1 本の血清にて低分子チオール（システイン、ホモ
システイン、システニルグリシン、グルタチオン）の酸化型、還元型を測定します。
もう 1 本の血清は記号化されたまま名古屋大学大学院生命農学研究科に送付され、解
析されます。名古屋大学大学院生命農学研究科にて測定される予定の項目は以下の通
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りです。
DNA 酸化傷害バイオマーカー
8-hydroxydeoxyguanosine(8-OHdG)、tymidine glycol、
oxo-heptedG1 、
N4-,5-diCldC2
脂質過酸化バイオマーカー
Ne-hexanoyl-lysine(HEL)、Ne-azelayl-lysine(AZL)、
Ne-succinyl-lysine(SUL)、 4-hydroxy-2-nonenal(4-HNE)、
4-hydroxy-2-hexenal(4-HHE)、acrolein (ACR) 、crotonaldhyde(CRA)、
7-ketocholesterol(7-KC)
活性酸素傷害バイオマーカー
dityrosine(DT)、bromotyrosine(BT)
その他動脈硬化マーカー
adiponectin、TNF-α
研究スケジュール
研究の説明

封筒法による

文書同意

割付・採血

0週

サンプルの
採血

測

定・解析

2 あるいは 4 週

５．研究計画等の開示
研究協力者の皆様から研究計画書の開示を求められた際は、速やかに研究計画書の開
示をいたします。
６．研究協力者へもたらされる利益および不利益
本研究からの利益：本試験で用いられる漢方薬は比較的強い抗酸化作用を有し、
試験管内での反応ではビタミンＥの約２分の１の作用があるとされています。一方、
生体内での効果は明らかでなく本試験により明らかにしたいと考えております。
本研究からの不利益：副作用として、発疹・発赤、かゆみ等の皮膚症状の出るこ
とがあります。その他間質性肺炎の報告もあります。この場合には呼吸困難（特に
息を吸うのがつらくなります）、熱などの症状が出ます。いずれの副作用もその頻
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度は極めて少ない（0.01%以下）とされています。以上の副作用のために継続不可
能な場合には速やかにこの研究への参加を中止してください。
また血液検査として、試験開始前と試験終了後の 2 回、通常の診療で行われるもの
として８cc（採血管 2 本）と今回の試験のための 4cc（2cc の採血管 2 本）が採取さ
れる予定です。採血の危険性に関しては、通常の採血と同様です。血液サンプルにつ
いては、個人情報が分からないように記号化（個人が特定できない状態）し、厳重に
保管されますので、個人情報の漏洩による研究協力者の皆様の社会的不利益はありま
せん。ご安心下さい。
７．個人情報の保護
全ての医療情報ならびに血液サンプルは記号化（個人が特定できない状態）されま
す。データ解析は、慶應義塾大学医学部において行われます。個人情報の漏洩がない
ように記号化されたデータは厳重に保管し、慶應義塾大学クリニカルリサーチセンタ
ーによって管理されます。ご安心下さい。
８．結果の開示
本研究は探索的研究であり、まだ評価の定まっていないことから研究協力の皆様のデー
タは個人個人にはお返ししません。しかしながら、本研究は文部科学省科学技術振興機構
の補助金で行っている研究であり、研究成果として発表する予定です。
９．研究成果の公表
この研究の成果につきましては、文部科学省科学技術振興機構報告書ならびに関連
学会等で報告することも計画しております。報告に際しましては、個人情報保護法に
則し、個人名等は一切出しません。ご安心下さい。
１０．研究から生じる知的財産権の帰属
この研究から生じます特許等の知的財産権は、慶應義塾大学医学部および名古屋大
学大学院生命農学研究科に帰属します。
１１．研究終了後の試料の取り扱いの方針
研究終了後の血清については、慶應義塾大学医学部漢方医学寄附講座にて保管し、
今後の研究に必要な場合に使用させていただきたいと考えております。保存、あるい
は他の研究に使用されることを望まれない場合には記号化された状態（個人が特定で
きない状態）で直ちに廃棄いたしますので、ご連絡ください。
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１２．費用負担に関する事項
この研究は、研究資金として文部科学省科学技術振興機構より科学技術振興調整費
を受けて行われます。
本試験で行う動脈硬化に関する測定（４．研究方法参照）に関わる負担はございま
せん。一方、試験期間中、2 回行われる肝機能、腎機能、電解質等の日常診療に関す
る検査費用については保険診療となりますので、従来通り負担していただきます。ま
た、試験に用いる漢方薬の薬剤費についても、保険診療となりますので、自己負担率
により異なりますが、600～1800 円を負担していただくことになります。
１３．問合せ先
何かわからないこと、不安なこと、あるいはもっと説明して欲しいことがありまし
たら、些細なことでも気軽におたずね下さい。
連絡先:慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科
担当者名：林 晃一
電話: 03-5363-3796（直）、
FAX：03-3359-2745
以上
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研究協力の同意書
慶應義塾大学
医学部長

末松

誠

殿

私は「慢性腎臓病（糖尿病を含む）における漢方の抗酸化能の評価法開発」について，
＿＿科の_________より説明文書を用いて説明を受け，研究の目的と方法，私が協力して行う
次の研究協力事項とその危険性，について理解し、研究協力に同意します。
説明を受け理解した項目（□の中にご自分でレを付けて下さい。
）
□１ 研究題目（研究責任者・研究体制）
□２ 研究協力の任意性と撤回の自由
□３ 研究目的
□４ 研究方法（研究協力事項、末梢血 4ml の提供、2 週間後、4 週間後同量の採血、カルテ内容開示）
□５ 研究計画書等の開示
□６ 研究協力者にもたらされる利益および不利益
□７ 個人情報の保護
□８ 結果の開示
□９ 研究成果の公表
□１０ 研究から生じる知的財産権の帰属
□１１ 研究終了後の試料取扱の方針
□１２費用負担に関する事項
□１３問い合わせ先
研究協力への同意（説明を受け理解した項目のすべての□にレを記入された方
１または２のどちらかの，
「はい」と他方の「いいえ」に○を付けて下さい。
１．本研究が終了した時，速やかに試料等を廃棄してください。
はい

いいえ

２．提供する試料が本研究に使用されるとともに，保存され，将来，新たに計画実施され
る同趣旨の医学研究に使用されることに同意します。
はい
年

月

いいえ
日

署名または捺印（本人）

印
住所
電話
研究実施責任者
説明者
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林

晃一

印
印

（c） 試験結果
末期慢性腎臓病患者（4 名）において、医療用漢方製剤（補中益気湯）を 1 回 2.5g、1 日 3 回
食前 30 分に服薬服用させた。対象患者の腎機能は慢性腎臓病ステージ 5D であり、週 3 回の血液
透析を受けていた。採血はすべて透析前に行った。酸化ストレスのマーカーは N-hexanoyl-lysine
（HEL）を用い、メタボリックシンドロームのマーカーは adiponectin を採択した。
その結果、透析前の採血にて行った血清クレアチニン値は、9.34±0.39mg/dL であった。ヘモグ
ロビン値では 8.9±0.4g/L と中等度の貧血を呈していた。7-14 日間の補中益気湯の投与により、透
析前クレアチニン値、ヘモグロビン値は有意な変化を認めず（クレアチニン、9.14±0.26mg/dL；
ヘモグロビン、9.4±0.3g/L）、また血中尿素窒素や Ca、iP 値も影響を受けなかった。
酸化ストレスのマーカーである HEL の変化は、
投与前が 14.05±5.12 nmol/L であるのに対し、
投与後では 10.98±3.48 nmol/L と 18.8±4.2%の減少傾向を示した（p=0.16、図-15A）。メタボリ
ックシンドロームのマーカーとしての adiponectin 濃度はほぼ不変であった（2.400±0.527μg/mL
から 2.168±0.365μg/mL、p=0.4、図－15B）。

A) 血清HEL濃度
30

P=0.16

(nmol/L)

25

20
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10

5
前

後

B) 血清アディポネクチン濃度
4

(μg/mL)

3.5

3

2.5

2

1.5

1
前

後

図-15 慢性腎臓病患者における血清 HEL およびアディポネクチン濃度
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(d) 結果の解釈
慢性腎臓病ステージ５D では、酸化ストレスが増加していることが報告されている。本研究で
は、このような患者に対し補中益気湯の経口投与により HEL が減少する傾向を示した。今回の
検討では患者数が少ないこともあり、統計学的に有意差を生じなかったが、注目すべきことは全
例低下を示していることであり、平均 18.8%の減少率であった。今後のさらなる検討により有用
性の有無が明らかになると思われる。
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２．２．４

研究のまとめ

補中益気湯の抗酸化作用は、生体外の検討において強力な作用を示すことが報告されている。
しかしながら、本漢方薬を生体内に投与することにより、実際に抗酸化作用を示すか否かについ
ては明らかにされていなかった。本研究では、糖尿病ならびに慢性腎臓病動物モデルのみならず、
慢性腎臓病患者においても補中益気湯が抗酸化作用を示し、その結果心血管病変の抑制に寄与す
る可能性が示唆された。とくに HEL は動物ならびにヒトにおける検討のいずれにおいても、減
少傾向を示したことは特筆すべきであり、今後腎臓病に抗酸化作用を評価するマーカーとして有
用であることが考えられた。
現在、西洋医学の発達により多くの薬剤が開発されており、臨床使用されている。一方、生活
習慣病では、患者の生活を通して永年にわたって薬剤を服用しなければならない。この観点から
みると、漢方薬は古来より使用されており、副作用に関しては熟知されており、比較的安全に使
用できると考えられている。このような状況を考慮すると、漢方薬を西洋医学に取り入れて併用
することが治療戦略のひとつと考えられる。今回の基礎ならびに臨床研究により、補中益気湯の
生体内での効果がある程度立証できたと考えられる。今後、より規模の大きい試験ならびにさま
ざまな基礎疾患を用いた研究により、生体内での漢方薬の抗酸化能を実地臨床に適応できるので
はないかと推測される。
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２．３ 脳内老化マーカーの開発と評価
２．３．１ 脂質過酸化修飾タンパク質を中心とするマーカー探索と評価
(目的)
認知機能障害をきたす高齢者の神経変性疾患にはアルツハイマー病、パーキンソン病などがあり、65
歳以上の高齢者のそれぞれ 5 %、1 %が罹患する。現在までの神経変性疾患の治療に対するアプローチ
は疾患選択的なものであった（異常タンパク質の抗体による除去や、ドパミン神経細胞移植、遺伝子導入
など）。しかしながら、これら神経変性疾患の最大のリスクファクターは加齢であり、脳の老化を抑制するこ
とで、発症を抑制することが期待される。本研究課題は脳の老化制御による神経変性の治療という極めて
ユニークな着眼点に基づいている。さらに、発症後の疾患の治療ではなく、予防（未病治）を最終的な目
標とすることで、活力ある超高齢化社会日本に貢献することが期待される。
我々はこれまでの研究にて酸化ストレスあるいはミトコンドリア機能不全による神経老化モデル細胞、あ
るいはアルツハイマー病やパーキンソン病の病因タンパク質を発現させた神経変性疾患モデル細胞を確
立してきた。アルツハイマー病、パーキンソン病については世界中で種々の遺伝子改変マウスが作成さ
れているものの、ヒトの病態、特に神経細胞死を完全に反映するものはない。我々はこれまでに長寿関連
遺伝子のノックアウトマウス（老化モデルマウス）を作成し、あるいは供与を受けて老化の機序について基
礎的な研究を進めてきたが未だ脳機能の解析については十分ではない。さらに、正常老化を研究するた
めに、長寿医療センター動物施設において、F344 ラットの加齢特性について基礎的な研究を行ってきた。
しかし、老化にともなう脳の病理変化については明らかとされていない。
以上の老化、老年病モデル細胞とモデル動物は食品、生薬、漢方薬による脳老化制御をスクリーニング
するために強力なツールとなる。また、効果の認められた漢方薬を投与した動物モデルで遺伝子発現の
変化を gene chip、酸化タンパク質の変化を protein chip をそれぞれ用いたシステムにより解析すれば、こ
れら薬用成分の作用機序を推定し、その効果を客観的に評価することが期待される。そしてこれら酸化タ
ンパク質のヒトにおける発症前診断（未病診断）、あるいは漢方薬の効果判定のためのバイオマーカーと
しての有用性を検証する。
認知症の原因となる神経変性疾患の代表的なものであるパーキンソン病、アルツハイマー病の病因に
はが酸化ストレス傷害の蓄積が重要な役割を果たしている。今回の研究では、漢方薬の作用の中でも抗
酸化活性に着目し、認知症の予防あるいは進行抑制を評価するバイオマーカーを検索することとした。
加齢（ageing）と老化（senescence, ageing）とは似ていながら異なる概念であり、前者が単なる時間経過
を意味するのに対し、後者は“加齢に伴う生体機能の低下”を意味する。老化の客観的定量的指標は未
だ確立されていないが、最終的な老化の結果は個体の“死”である。生体集団においては加齢により指
数関数的に死亡率が増加し、Gompertz の法則として表される。
qx = (q0) (ex)
q0 = 誕生時の平均余命
ex = 齢間隔のはじめ、x での平均余命
qx = 勾配係数
則ち、実験室で維持された生物集団の生存を計測すると、死亡年齢は平均的に分布せず、死亡時齢
分布は集団の晩期にピークに達する。逆に若い時にはほとんどの個体は死なないため生存曲線は矩形
となる。加齢にともなって平均余命は減少し、齢固有死亡率は加齢にともなって増大する。
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こ の 原 因 は 生 物 に 蓄 積 性 (cumulative) 、 進 行 性 (progressive) 、 内 因 性 (intrinsic) 有 害 性
(deleterious) な変化 (頭文字をとって CPID と言われる)がおこり、死の危険性が増大した結果であると考
えられる。生物が若い時代には死の原因とならなかった原因で死ぬのは CPID により個体の脆弱性が高
まるからである。
さて、死に至らないまでも、加齢により発症率が増加する疾患は広く老年病と定義される。神経変性疾
患の多くは老年病と考えられ、その発症には共通のメカニズム（CPID、あるいは老化）が関与していると考
えられる
精力的な研究にも関わらず老化のメカニズムは不明である。しかし老化のメカニズムの中心となるのは
酸化ストレス学説である（図 1）。

フリーラジカル説（D. Harman, 1956）
突然変異説（LSzilard, 1956; H. Curtis, 1964）
エラー破綻説（Z. Medvedev, 1961; L. Orgel, 1963）
タンパク質架橋説（F. Verzar, 1964; JBjorksten,1968; R. Kohn, 1971）
異常タンパク質蓄積説（D. Gershon, 1970; R. Cutler, 1975）
生体膜異常化説（I. Nagy, 1978）
細胞分化異常説（R. Cutler, 1982）
ミトコンドリア異常説（D. Harnin, 1972;A. Linnane,T. Ozawa, 1989）
図-1 老化の原因に関する学説：中心となるのはフリーラジカル説
生物はエネルギーを得るため、嫌気的呼吸により１分子のグルコースから２分子 ATP と２分子 NADPH2+
および 2 分子のピルビン酸が生成する。嫌気的状態ではピルビン酸は乳酸へ変換されるが、好気的条件
では嫌気的呼吸に引き続きミトコンドリアの内膜に存在する呼吸鎖酵素 complex I-IV を用いて好気的呼
吸（酸化的リン酸化反応、TCA 回路）でピルビン酸の分解を行う。この反応によりピルビン酸は水と二酸化
炭素に最終的に分解され、36 分子の ATP が生成される。脳神経はエネルギー需要が非常に高い組織で
あり、従って好気的呼吸への依存度が高い。
酸化的リン酸化において、ATP 合成酵素を活性化するためにはミトコンドリアの内膜とマトリックスの間
に生じた水素イオンの濃度勾配が必要である。この勾配のエネルギーを使用して ATP 合成酵素により
ADP がリン酸化されて ATP が生成される。
ADP3- + H++ Pi ←→ ADP4- + H2O
ミトコンドリアの酸化的リン酸化に伴い電子の受け渡しが必要なため、電子を受け取り励起状態になっ
た分子から必然的に活性化酸素種（reactive oxygen species, ROS）が漏出する。ROS の大部分は生体内
の抗酸化物質および抗酸化酵素によって消去されるが(表２)、その一部（正常では 5%以下）が生体にとっ
て必須の分子である核酸、タンパク質、脂質などに酸化傷害（酸化修飾）を引き起こす。細胞内に取り込
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まれた 1012 の酸素の 1/100 がタンパク質を、1/200 が DNA を傷害するといわれる。
核酸の酸化修飾により突然変異やエラーの原因となる遺伝子傷害が、タンパク質の酸化修飾によりタ
ンパク質の架橋や異常タンパクの蓄積が、膜脂質の過酸化により生体膜の流動性の低下がおこり、老化
に伴う生体機能の変化が引き起こされている可能性がある。
酸化ストレスによる生体分子の修飾は、その一つの分子の機能を喪失させるだけでなく、連鎖的な酸
化反応の引き金となることで細胞傷害を増幅する。
さらに、老化に伴う異常タンパク質、核酸、脂質の蓄積には、生体分子の酸化傷害とその修復系のバラ
ンスで決定される（図 2）。例えば老化によってラット肝臓の proteasome 活性が低下することが後藤らによ
って報告されている（Hayashi and Goto, 1998）。Proteasome は酸化修飾タンパク質を分解することが報告
されており（Grune et al., 2003）この活性低下は異常タンパク質の蓄積を加速させる。老化により carbonyl
化タンパク質などの酸化タンパク質が蓄積することが報告されている(Goto et al., 1999)。また、DNA 修復
や 安 定 化 に 関 わ る helicase や ATM 、 の 変 異 に よ り 遺 伝 性 早 期 老 化 症

(Werner syndrome,

ataxia-telangioectasia syndrome, など)が、逆に DNA 修復の checkpoint に関わる p53 の変異により長寿
命がヒトやマウスに引き起こされる。(Yu CE et al., 1996, Savitsky K et al., 1995; Migliaccio E., 1999)。
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図-2 酸化ストレスの恒常的亢進は、酸化傷害をうけた生体分子とその分解系のバランスと
読み替えられる。
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Bile acid

特に、脳神経細胞膜を構成するリン脂質に多量に含まれる多価不飽和脂肪酸(PUFA)は容易に酸化を
うけ伴うタンパク質の酸化修飾することで、神経変性疾患の原因となる構造常タンパク質生成、蓄積の原
因となっている可能性がある。PUFA は血液—脳関門を通過し、神経細胞に取り込まれ、血液と脳内で一
定の平衡関係が存在すると考えられる。従って血液あるいは尿中の酸化 PUFA（修飾タンパク質）が脳内
の酸化ストレスレベルを反映する可能性がある（図 3）。
多くの酸化反応の初期段階で生成されるのは O2 -. (superoxide)であり、一分子の酸素が一分子の電子
を受け取ることにより生成される。
O2 + e- → O2

-.

Superoxide の反応性はあまり高くなく、かつ細胞膜を透過できない。しかしながらより組織傷害性の高い
他の ROS、あるいは活性化窒素種 (reactive nitrogen species, RNS) の生成の原因となる。
superoxide の殆どはミトコンドリアにおける酸化的リン酸化の過程で生成され、一部がミトコンドリア外へ
漏出する。その他に xanthine oxidase や aldehyde oxidase なとの酵素反応によっても生成される。さらに、
生体に存在するキノンは酸化還元のサイクルを回転させることにより種々の ROS を生成させる。
superoxide は酵素学的には superoxde dismutase により過酸化水素(H2O2)へと分解される。
2O2

-.

+ 2H+ → H2O2 + O2 (superoxide dismutase, SOD)

過酸化水素は不対電子をもたず反応性も高くないが、半減期が比較的長いので多くの酸化ストレスの仲
介役となる。これを酵素的に分解するのは catalase および種々の peroxidase であり、無害な水へと代謝は
進行する。
2H2O2 → 2H2O + O2 (catalase)
H2O2 + AH2 → 2H2O + A (peroxidase)
しかし、superoxide 、過酸化水素はそれぞれ Haber-Weiss reaction および Fenton reaction により非常に
反応性が高く、組織傷害性に富む hydroxyl radical を生成する可能性がある。これらの反応には trace
metal 、特に銅あるいは鉄の存在が必要である。
後に述べるようにドパミン細胞には鉄の含有量が高く、このような反応が起こり易い。
2O2

-.

+ H2O2 → O2 + HO- + HO. (Haber-Weiss reaction)

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO- + HO. (Fenton reaction)
Hydroxyl radical は連鎖的脂質過酸化反応を開始させる分子として特に重要であると考えられている。
これら生体内で生成された有害なROS、RNSを消去するシステムが存在すると同時に、抗酸化機能をも
つ食品成分も存在する。しかしながら酸化ストレスが亢進した状況ではVitamin C, E, Aなどはラジカルを
消去すると同時に自身が有害なラジカルとなり、むしろ組織傷害を増悪させることが動物実験あるいはヒト
に対する投与治験（The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. 2004） で指
摘されており注意が必要である。さらに、CoQ-10の大量投与が初期パーキンソン病の進行を抑制すると
の報告がなされ、注目されている(Shults et al., 2002)。
分裂細胞、分裂終了細胞の両者ともに老化が起こるが、分裂能の極めて低い神経細胞の老化は個体
老化においてより重要な役割を果たしていると考えられている。さらに、脳神経細胞は不飽和脂肪酸を多
量に含むこと、好気的呼吸に依存性が高い事ことなどのため、酸化ストレスが常に高いレベルに保たれて
いる。
一方、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患における神経細胞死に共通に認めら
れるメカニズムとして構造異常をきたしたタンパク質の蓄積が注目されている。アルツハイマー病において
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は A・ タンパク質の凝集により老人斑と呼ばれる細胞外凝集体、細胞骨格である tau がリン酸化し、構造
異常をきたした神経原線維変化が細胞内に認められる。一方パーキンソン病においては・-synuclein とい
う膜結合タンパク質の細胞内凝集による Lewy body が生成されることが病因と密接な関連をもつと考えら
れている。これら構造異常タンパク質は細胞膜、特にシナプス近傍に集積して存在することが知られてお
り、細胞膜を構成する脂質の過酸化の影響をうけると考えられる（図 4）。

タンパク質
親 水

（不飽和）脂肪酸
疎 水

酸化ストレス

脂質過酸

タンパク質傷害

親水部

図-4 脂質２重膜とそれを構成する多価不飽和脂肪酸、そしてその酸化傷害による
膜周辺分子の機能障害（スキーム）
構造異常タンパク質の生成と膜脂質の過酸化との関係としては
１） 膜とタンパク質の相互作用（結合）が変化することによりタンパク質が安定した構造を保て
なくなり、・-helix 構造から・-sheet 構造へと高次構造が変化する。
２） 過酸化脂質由来のヒドロペルオキシドやアルデヒドがタンパク質を構成するアミノ酸と結合
し、タンパク質の高次構造変化を引き起こしたり、タンパク質間の架橋反応をひき起こす。
などの機構が考えられる。
このような高次構造が変化し、機能を失ったタンパク質はプロテアソームやオートファジーといった細胞
内タンパク質分解系により処理されるが、難分解性タンパク質の一部はこれら分解系の機能を低下させ、
さらなる構造異常タンパク質の蓄積を促進する(Nagai-Shamoto et al., 2004)（図５）。
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図-5 酸化傷害をうけた蛋白質はユビキチンープロテアソーム系で分解をうけるが、
難分解性となった蛋白質はその分解系を阻害する
(方法)
１） ・

5 ・M の ・-synuclein (・SYN) と n-6 系の PUFA である AA (0-10 mM)、あるいは n-3 系の PUFA

である DHA(0-10 mM)とを PBS に混和し試験管内で 3-7 日間反応させた後、immunoblotting にてタン
パク質を分離した。分離した・SYN サンプルが AA あるいは DHA の酸化して生成されるヒドロペルオキ
シドで修飾されているか否か検討を行った。
2）

パーキンソン病あるいは正常対照のホルマリン切片について、黒質ドパミン神経細胞を酸化脂

質由来のアルデヒドであるアクロレインや脂質ヒドロペルオキシドで免疫染色をおこなった。パーキンソン
病で蓄積が引き起こされる・SYN との共染色を行い confocal microscopy で・SYN が脂質過酸化物で修飾
をうけているか検討を行った。

3）

ヒト神経芽細胞腫 SH-SY5Y 細胞に DHA とキャリアータンパクであるアルブミン（モ

ル比 4:1）を添加 2 日後に細胞死を MTT assay および LDH release assay で評価した。さら
に抗酸化剤の -トコフェロールの共存で細胞死抑制効果を検討した。また、 SYN を過剰発
現している SH-SY5Y 細胞を用いて同様の検討を行い、パーキンソン病における DHA の神経細
胞保護作用または毒性を in vitro で検討した。
4）

加齢ラット脳における PUFA 由来の過酸化脂質修飾タンパク質の検討
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正常 F344 ラット（7 ヶ月齢、14 ヶ月齢）各々3 匹について、paraformaldehyde にて還流固定後、脳サンプ
ルの凍結固定を行った。脳切片に対し、DHA が酸化され、断裂して生成されるヒドロペルオキシドによる
修飾タンパクに対する免疫染色を行った。さらに、ヒドロペルオキシドで修飾されているタンパク質につい
て Western Blotting にて定量を行った。
5）

3 ） で 得 ら れ た ラ ッ ト 脳 の サ ン プ ル を 用 い て 、 酸 化 DHA で 修 飾 さ れ た 蛋 白 質 に つ い て

immunoprecipitation を用い同定を試みた。
6）

加齢ラットあるいはヒト尿中における PUFA 由来の過酸化脂質修飾タンパク質の検討

正常 F344 ラット（7 ヶ月齢、14 ヶ月齢）各々5 匹について、尿を採取し、ELISA 法により PRL あるいはそ
れにより修飾されたペプチド、タンパク質のレベルを検討した。また、ヒト尿についても測定を試みた。
（結果）
1)

5 ・M の ・SYN と 5 mM の AA を 7 日間反応させた場合、あるいは 5 mM DHA と 3 日間反応さ

せた場合、同程度の・SYN の oligomerization とともに、重合した・SYN に一致して AA、DHA 由来のヒドロ
ペルオキシドの陽性像が認められた。
2)

パーキンソン病患者の黒質ドパミン神経細胞の細胞質内には・SYN が蓄積し（図 6、図 7-(I)）、

一部は凝集し Lewy body を形成していた(図 7-(II))。細胞内蓄積した・SYN の一部には acrolein (ACR)と
共染が認められた。
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図-6 脂質由来アルデヒドであるアクロレインはアミノ酸間の架橋反応を引き起こす
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図-7 パーキンソン病脳黒質ドパミン神経細胞質ではアクロレインと alpha-synuclein が
一部共染される(I)。また、一部の Lewy body にも共染が認められる(II)。
3）

SH-SY5Y 細胞に DHA とキャリアータンパクであるアルブミンを添加したところ、DHA 添加後 2

日から用量依存性に細胞死が惹起されることが証明された。DHA のみでアルブミン無添加の場合は細胞
膜の透過性が増加し、急性の細胞死が惹起された。
4)、5)

14 ヶ月齢ラットにおいてのみ、海馬特に CA3 領域の神経細胞が DHA 酸化ペルオキシドに対す

る抗体で陽性となった。Western blotting により海馬サンプルで DHA 酸化ペルオキシドの増加が確認さ
れた。また、その一部が細胞骨格系タンパク質であることが示唆された。
老齢ラット、ヒト糖尿病では尿中 DHA 酸化ペルオキシドの増加が認められた。
6)

F344 ラット（7 ヶ月齢、14 ヶ月齢）の尿中に含まれる DHA 酸化ペルオキ competitive ELISA で

測定したところ、14 ヶ月齢のラットで有意な増加が認められた。
（考察）
老化に伴う認知症の原因となる神経細胞師の原因として、異常な高次構造をとるタンパク質の蓄積が
注目されている。本研究課題の特色は老化＝酸化ストレス傷害の蓄積を脳内に多量に存在する多価不
飽和脂肪酸(PUFA)の酸化という観点から検討したことである。共同研究者である名古屋大学農学部の大
澤教授とともに、ラット脳の特定に部位で代表的 PUFA である DHA の酸化修飾タンパク質が蓄積している
ことを見いだし、また、尿中における同物質の増加を確かめることができた。PUFA の酸化物は、全身、ひ
いては脳内の酸化ストレスのマーカーとして有用である可能性がある。
さらに、老化に伴う認知症の代表的なものであるパーキンソン病で変性をきたす黒質ドパミン神経細胞
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で蓄積した・SYN が脂質由来アルデヒドである acrolein で修飾されていることを見いだした。図 6 に示した
ように acrolein はリジン残基と結合することによりタンパク間の架橋反応を引き起こす。さらに、このような異
常構造を引き起こした・SYN は異常タンパク質分解の要である 20Sproteasome を阻害することを見いだし
た（図 5）。
老化に伴う膜脂質の酸化は、神経変性疾患の原因となるだけでなく、脳神経の機能を阻害し、いわゆ
る正常老人に認められる認知機能低下の原因をなる可能性もあり、今後の検討が必要である。
さらに、漢方薬、生薬、食品といった抗酸化機能をもつ成分が脳の酸化傷害、ひいては認知機能低下
を抑止する可能性について、検討が必要であり、そのためのバイオマーカーとしての酸化 PUFA は一つ
の候補と考えられるであろう。
今後更なる研究の発展が必要である（図 8 参照）。
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図-8 ドパミン神経細胞においては alpha-synuclein はシナプス周辺の膜脂質と結合して存在する。
シナプス小胞内には神経伝達物質であるドパミン、鉄などが存在し、容易に酸化反応が惹
起される。
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２．３．２

脱髄マーカーの開発と評価

２．３．２．１

はじめに

超高齢化社会を迎え、高齢者が生産性を保ちながら長生きすることが重要な課題となってきて
いる。老化といえば血管老化である動脈硬化がまず第一に挙げられる。しかしながら広義の老化
は動脈硬化に止まるものでなく、老年期痴呆、パーキンソン病、多発性硬化症などの神経変性疾
患も脳内老化に起因すると考えられる。これら疾患は高齢化に伴い、ますます増加することが予
測されている。これら神経変性疾患は医療のみならず社会の大きな問題となっている。
ＷＨＯによると世界的に見ても高齢化人口は急速に拡大することが予測され、神経変性疾患の
罹患率も上昇することが想定されている。2025 年には認知症に関しては全世界で 3400 万人に達
するものと推定されている。認知症罹患者はわが国では現在 200 万人、世界では 2400 万人と推定
されている。2020 年には 4000 万人、2040 年には 8000 万人が世界で罹患すると推定され、毎年
460 万人が新たに発症している（７秒に１人の割合）。
認知症の罹患率は加齢とともに著しく上昇する（図 1～４）。加齢は認知症発症の最大のリスク
ファクターである。一口に認知症といってもアルツハイマー病、脳血管性認知症、レビー小体型
認知症があるが、最も頻度が高いのはアルツハイマー病で認知症全体の 40～60％を占める。最近
の疫学研究によると、脳血管性認知症の有病率や罹患率は治療法や予防法などの進歩に伴い年々
減少する傾向にあるが、アルツハイマー病は確実に増加している（図５）。

図-1

65 歳未満の認知症有病率

宮永和夫, 米村公江, 一ノ渡尚道, 大塚俊男, 笠原洋勇, 熊本俊秀, 郡暢茂, 千葉潜, 長瀬輝誼,
永井正規, 西島英利, 山崎学. 日本における若年期および初老期の痴呆性疾患の実態について.
老年精神医学雑誌, 8(12):1317-1331. (1997)
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図-2 65 歳以上の認知症有病率
大塚俊男, 柄澤昭秀, 松下正明, 河口豊. わが国の痴呆性老人の出現率.老年精神医学雑誌, 3(4) :
435-439. (1992)

図-3 認知症の罹患率認知症の罹患率は加齢と共には著しく上昇する。脳血管性認知症（VD）に
比べ、アルツハイマー病（AD）の罹患率は 75～79 歳を境に、急激に上昇する。
Ferri CP, Prince M, Brayne C, Brodaty H, Fratiglioni L, Ganguli M, Hall K, Hasegawa K, Hendrie H,
Huang Y, Jorm A, Mathers C, Menezes PR, Rimmer E, Scazufca M; Alzheimer's Disease International.
Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet. 366:2112-2117. (2005)
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図-4 男女のアルツハイマー病罹患率
大規模な前向き疫学研究の結果をまとめた。70 歳代からアルツハイマー病の罹患率は急激に上昇
するが、男性に比べ女性の罹患率が高い傾向にある。85 歳を過ぎると男性の罹患率は減少する。
実線は女性、破線は男性の罹患率をそれぞれ示す。
Seattle (Kukull WA, et al, 2002), Baltimore (Kawase C, et al, 2000), Rochester (Edland SD, et al, 2002),
Europe (Fratiglioni L, et al, 2000)。
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図-5 日本における認知症有病率の推移
アルツハイマー病は確実に増えている(44 レポート, 28 地域, 延べ 122,865 人)。一方、脳血管性認
知症は減少傾向にある。
（AD, Alzheimer’s disease; VD, vascular dementia）
Nakamura S, Shigeta M, Iwamoto M, Tsuno N, Niina R, Homma A, Kawamuro Y. Prevalence and
predominance of Alzheimer type dementia in rural Japan.Psychogeriatrics. 3:97-103. (2003)
パーキンソン病は社会の高齢化に伴い患者数が増加しており，本邦の有病率は人口 10 万人あた
り約 120～150 人である．発症 15 年までの生存率は一般人口と変わらず，17 年以降低下する．併
存症はうつと認知症が特に重要である．発症の危険因子として農薬・殺虫剤の暴露，金属（鉛，
銅，鉄，マンガン）の職業的暴露や食事からの摂取が挙げられる．防御因子は喫煙，コーヒー，
食事中の不飽和脂肪酸などが注目されている。
こうした加齢に伴う脳内老化は脳神経細胞もしくはグリア細胞の異常によって引き起こされる。
神経変性疾患という視点から見ると最も罹患率の高いのはアルツハイマー病である。二番目はパ
ーキンソン病、三番目は多発性硬化症である。
三番目の多発性硬化症は（MS）は、北欧、北米を中心に 1 万人に 1 人で、わが国では 10 万人
に 1 人と言われてきた。しかしながら生活様式の欧米化の影響か、年々増加傾向にあり、いずれ
は大きな社会問題になると考えられる。再発を繰り返しながら進行していく難治性疾患として厚
生労働省の特定疾患に指定されている。治療法としては、発症時および再発時のメチルプレドニ
ゾロンの大量パルス療法・免疫抑制剤療法、および再発予防のためのインターフェロンβ療法が
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あるが、患者の負担・医療コストともに問題が多く、しかも効果も限定的である。本疾患の治療
がこれほど難渋するのは、その発症機構が全く解明されていないことが大きな理由であり、単な
る自己免疫疾患ではなく、MS に特異な発症機序があると考えられている。
若い人でも罹患することがあり、脳内老化という範疇には入らないが、実は高齢者では脳内の
神経細胞における髄鞘がかなりな程度脱落している。
われわれの示すデータでも高齢マウス脳内では随所に脱髄が認められ、髄鞘を巻くために必要
なオリゴデンドロサイトが減少している(図 6)。

b)

a)
図-6

高齢化に伴う脱髄（抗 MBP 抗体）
a) 若齢マウス、b) 高齢マウス

また、髄鞘をより詳細に見ていくと、高齢化に伴いたとえ髄鞘が存在していても、その髄鞘が
正常な構造を保っていないことも確認している(Fig.2)。これらのことが相重なり種々の脳機能障
害を引き起こしている。また、この脱髄には酸化ストレスに続く慢性的な炎症が深く関与してい
ることも示唆されている（図７）
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a)

b)
図-7

高齢化に伴うミエリン構造の変化
a) 若齢マウス、b) 高齢マウス

そこでわれわれは本研究において、脱髄の程度がどの程度脳内老化に関与しているのか、また、
脳内老化としての脱髄を客観的に測定することが可能かどうかについての検討を行った。
本研究においてそのような測定を行う意義については実際に漢方薬で脱髄神経細胞の再髄鞘化
が可能だからである。このテーマは脳内老化に伴う脱髄のみに特化したものではなく、一般的な
脱髄マーカーとしての有用性も含んでいる。つまり、老化に伴う脱髄のみならず多発性硬化症
(Multiple Sclerosis; MS)に代表されるいわゆる脱髄疾患においてもその際の脳内脱髄状態のマーカ
ーとして応用できる可能性がある。今現在、脱髄疾患に対する診断としては MRI や CT といった
画像診断、誘発電位による検査、脳脊髄液における Total Protein や IgG 量測定等が行われている
（表 1）。その中でも脳脊髄液の検査は侵襲が大きく、簡便な血清における検査が待たれている。
しかし、脳内の脱髄状態を反映したマーカーが未だ見つかっておらず、この発見および定量系の
確立が臨床においてもたらす恩恵は非常に大きいと考える。
画像診断

MRI、CT 等

脳脊髄液検査

Total Protein、IgG、MBP、PLP 抗体等
視覚誘発電位（VEP）

誘発電位検査

聴覚誘発電位（AEP）
体性感覚誘発電位（SEP）
表-1

脱髄疾患に対する診断
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2.3.2.2

老化に伴う脱髄に対する人参養栄湯（NYT）の効果

高齢に伴う老年期痴呆などの脳内老化に対する有効な治療法は今のところない。また、患者を
取り巻く家族への負担も大きく、患者の QOL の向上を促す治療法の確立が求められている。今回、
古来より気血両虚を示し、健忘を伴う疾患に用いられてきた漢方薬の一つである人参養栄湯（図
８）に注目し、脱髄に対する人参養栄湯の効果について検討した。また、そのメカニズムを解析
することで再髄消化の鍵分子を特定し、それを脱髄マーカーとして注目することも目的とした。
げっ歯類の神経系は加齢に伴いニューロンの萎縮や減少、グリア細胞の肥大化、ミエリン化な
どの形態変化が現われる。成熟組織の再生は分化または休止している前駆細胞の急速な分化と関
連している。オリゴデンドロサイト前駆細胞はオリゴデンドロサイトの発生源であり、脳に休止
状態で存在し、オリゴデンドロサイトが損傷を受けた際に新たなオリゴデンドロサイトを産生す
る。また、最近の研究では加齢に伴い脳の表層の灰白質は保持されているものの、白質がミエリ
ンの破壊により減少していることがわかってきた。ミエリンの減少は加齢による認知障害を引き
起こし、それらはミエリンの萎縮による細胞機能の低下が原因と考えられる。
一方で、漢方は多くの慢性疾患に有効だと考えられており、自己免疫疾患の治療に適用されて
いるものもある。今回使用した人参養栄湯は 12 の生薬(地黄、当帰、白朮、茯苓、人参、桂皮、
遠志、芍薬、陳皮、黄耆、甘草、五味子)からなり、全身の衰弱や手足の冷え、貧血や食欲不振に
用いられる。

図-8

人参養栄湯成分の 3D-HPLC 解析
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人参養栄湯がオリゴデンドロサイト、特に前駆細胞に何かしらの影響・効果を与えるかの検討
を行った。
30 ヶ月齢 C57BL/6 雄性マウスに 1%人参養栄湯を 3 ヶ月間飲水投与した。人参養栄湯投与群で
は normal の 33 ヶ月齢に比べ有意に再髄鞘化が促進された(図９．１０)。

b)

a)

図-９

c)

高齢マウスに対する人参養栄湯の効果（電子顕微鏡像）

a) 3 ヶ月齢、b) 33 ヶ月齢、c) 33 ヶ月齢＋人参養栄湯

図-10

3 ヶ月齢、33 ヶ月齢、33 ヶ月齢＋人参養栄湯における神経細胞数および axon/myelin 比

次に細胞レベルでの検討をおこなった。30 ヶ月齢の Fisher 344 ラットにコントロール群として
水を、人参養栄湯投与群として 1%人参養栄湯を 3 ヶ月投与した。その後、大脳細胞を培養した。
細胞のキャラクタライズのために髄鞘を形勢する細胞であるオリゴデンドロサイトに対する抗体
である O4 および O1 を用いた。O4 抗体は未熟細胞から成熟細胞まで認識するのに対し、O１抗
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体はある程度成熟した細胞のみを認識する。よってオリゴデンドロサイト前駆細胞は O4+かつ O1であるのに対し、オリゴデンドロサイト O4+かつ O1+である。このことを利用し、細胞をこれらの
抗体により免疫染色した。その結果、コントロール群、人参養栄湯投与群共に、O4+かつ O1-のオ
リゴデンドロサイト前駆細胞が培養 7 日目に確認された(図１１)。
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図-11

コントロール、人参養栄湯投与両群におけるオリゴデンドロサイト前駆細胞
およびオリゴデンドロサイト
A. コントロール群、B. 人参養栄湯投与群
a, d ; O4 抗体
b, e ; O1 抗体
c, f ; 位相差顕微鏡像

O4+かつ O1+であるオリゴデンドロサイトも両群で確認された。その際のオリゴデンドロサイト
前駆細胞およびオリゴデンドロサイトの存在比はコントロール群で共に 10%、人参養栄湯投与群
ではそれぞれ 20%, 40%であった。よって、人参養栄湯が前駆細胞およびオリゴデンドロサイト共
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に増殖促進していることがわかった。特に、オリゴデンドロサイトの増加が大きかった(図１２)。
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図-12

人参養栄湯投与によるオリゴデンドロサイト前駆細胞およびオリゴデンドロサイト増殖
への影響

A. コントロール群、B. 人参養栄湯投与群（a ; O4 抗体
+

c ; O1 抗体

b, d ; 位相差顕微鏡像）

+

C, Total および O1 , O4 細胞数
また、人参養栄湯投与により BrdU で標識されたオリゴデンドロサイト前駆細胞がコントロール
群に比べ 4～5 倍になったことも確認した(図１３)。

図-13

人参養栄湯投与による BrdU 陽性細胞数の変化

A, BrdU 抗体による免疫染色、B, 位相差顕微鏡像、C, BrdU 陽性細胞数
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基本的に前駆細胞は分化促進のシグナルを受けない限り休止状態にある。BrdU は分裂期にある
細胞に取り込まれる性質をもつことから、人参養栄湯投与により前駆細胞の活動性が上昇したこ
とになる。つまり、人参養栄湯は、オリゴデンドロサイト前駆細胞の分化を誘導することでオリ
ゴデンドロサイトを増やし、結果として再髄鞘化を促進させる可能性が示唆された。
さらに、実際の細胞形態がどうなのかも確認した。オリゴデンドロサイトは自分の腕を四方に
伸ばし、再髄鞘化が必要なアクソンにその腕を巻きつけミエリンを巻く。細胞数が増えていても、
それらが腕を伸ばし、ミエリンを巻ける能力がなければ意味がない。今回の条件で、O1+細胞を蛍
光で捉え、それらの細胞形態を確認した。その結果、人参養栄湯投与群で多くの細胞突起を確認
した(図１４)。よって、再髄鞘化能力を持つオリゴデンドロサイトを人参養栄湯はきちんと増やし
ていることが確認できた。

図-14

人参養栄湯投与によるオリゴデンドロサイトの形態変化

a,b ; 人参養栄湯投与群、c,d ; コントロール群、a,c ; 免疫染色、b,d ; 位相差顕微鏡像
次に、これら再髄鞘化に関与するタンパクとしてミエリン塩基性タンパク(Myelin Basic Protein;
MBP)に注目し、脳内で存在するそれらの MBP アイソフォームが老齢化、人参養栄湯投与により
どのような変化が見られるかを確認した。今回、マウスの月齢として 3, 12, 24, 31 ヶ月齢で検討
した。結果、MBP の減少は 31 ヶ月齢から減少が見られた。しかし、人参養栄湯投与により 31 ヶ
月齢で見られた MBP 量の減少はコントロールレベルまで回復を見せた(図１５)。
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２．３．２．３

カプリゾン誘発性脱髄に対する人参養栄湯の効果

前述の人参養栄湯の効果が、脱髄の原因を問わず脱髄そのものに効果を示すものであるのかを
検討した。化学的に脳梁部位の脱髄を誘発することが知られているカプリゾンを用いた。
8 週齢

C57BL/6

雄性マウスに 0.2%カプリゾンを混餌で 3 および 5 週間投与し脱髄を誘発し

た。また、人参養栄湯はカプリゾン 5 週間投与と合わせ 5 週間、1% 飲水投与とした。
コントロールを含め、各群の脳切片を作成し脱髄状態を観察した。その結果、カプリゾン 5 週
間投与群ではミエリンの劇的な減少が確認されたが、人参養栄湯を加えた群ではコントロール群
と同等レベルでミエリンが保持されていた(図１６)。

a)

図-16

c)

b)

カプリゾン誘発脱髄に対する人参養栄湯の効果（抗 MBP 抗体染色）
a) コントロール群
b) カプリゾン 5 週投与群
c) カプリゾン・人参養栄湯 5 週投与群

また、電子顕微鏡レベルで観察を行ったところ、カプリゾン 3 週投与群ではまだ形態的な変化
が顕著ではないが、5 週投与では神経細胞数の減少、形態の不均一化およびミエリンの薄層化な
どが確認された。しかし、人参養栄湯を同時に投与した群では細胞数・形態・ミエリンの状態全
てにおいてコントロールと同等レベルであることが観察できた(図１７)。
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図-17
２．３．２．４

カプリゾン誘発脱髄に対する人参養栄湯の効果 (電子顕微鏡観察)
人参養栄湯 の作用機序

さらに、人参養栄湯の作用機序について調べた。MBP を産生するには、FcRγ/Fyn-Rho-MAPK
シグナル伝達系が知られている(図１８)。

図-18

FcRγ/Fyn-Rho-MAPK シグナルカスケード
127

各シグナルステップにおけるタンパク発現量をウェスタンブロットにて確認した。まず、FcR
γ/Fyn および src ファミリーについて解析した。その結果、FcRγは投与 0 週（コントロール）
に比べ 3 週、5 週の人参養栄湯投与により有意に発現が増加しており、Fyn は 5 週間のカプリゾン
投
与により発現が減少していた(図１９)。

図-19

FcRγ/Fyn, src ファミリーにおけるカプリゾンおよび人参養栄湯投与の影響

次に、その下流である Rac1 活性に影響を与える Rho レギュレーター群を解析した。結果、あらゆ
る条件において有意な差は見られなかった(図２０)。

図-20

Rho レギュレーションファミリーにおけるカプリゾンおよび人参養栄湯投与の影響
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さらに Rho GTPase cycle におけるタンパクの解析を行った。結果、Rac1-GTP では 5 週のカプ
リゾン投与により減少を示し、同じ 5 週の人参養栄湯投与によりコントロールレベルまでの回復
を示した。また、Rac1 では 3 週および 5 週のカプリゾン投与により有意な発現上昇を示した(図２
１)。

図-21

Rho GTPase cycle におけるカプリゾンおよび人参養栄湯投与の影響

最後に、p38 MAPK 関連タンパクについて解析した。結果、p38 MAPK が 3 週、5 週のカプリゾ
ン投与で発現減少を示し、同様に 3 週の人参養栄湯投与でもそれらの回復は出来なかった。しか
し、5 週間の人参養栄湯投与により有意な回復が確認された(図２２)。以上の結果より、人参養栄
湯は FcRγ/Fyn-Rho-MAPK シグナル伝達系を活性化し、その結果発現が上昇した MBP がオリゴ
デンドロサイト前駆細胞を分化誘導し最終的にオリゴデンドロサイトが増え、再髄鞘化を促進し
ている可能性が示された
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図-22
２．３．２．５

MAPK におけるカプリゾンおよび人参養栄湯投与の影響

カプリゾン誘発性脱髄に対する人参養栄湯の遺伝子発現への影響

遺伝子レベルにおいても GeneChip を用いて解析を行った。サンプルのタイミングは、3 週間の
カプリゾン投与および人参養栄湯投与群である。まず、3 週間のカプリゾン投与によりコントロ
ールと比べ発現が減少した遺伝子プローブ上位 20 を示した(表３)。上位に、MBP に代表されるミ
エリン関連タンパク、ミエリンの構造維持に関連するような遺伝子が見られる。一方で、カプリ
ゾン＋人参養栄湯 3 週間投与によりコントロールに比べ発現が上昇した遺伝子プローブ上位 10 を
示した(表４)。3 週のカプリゾン投与で減少が見られたミエリン関連遺伝子プローブの一部が今度
は増加を示していた。このことからも、人参養栄湯が遺伝子レベル、タンパクレベルにおいても
MBP を取り巻くファミリーを活性化することで再髄鞘化を促進していることが確認できた。
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表-2

表-3

カプリゾン 3 週投与により減少した遺伝子プローブ上位 20

カプリゾンおよび人参養栄湯の 3 週投与により増加した遺伝子プローブ上位 20

２．３．２．６

行動実験

老化に伴い脱髄が起こると、組織学的・生化学的な変化以外にも記憶や意欲の低下といった精
神的な影響も見られる。ヒトにおけるこういった現象を動物でどう評価するかは非常に難しい課
題であるが、動物(マウス)モデルにおいて一般的に上記の記銘力や意欲の低下の指標として用いら
れる行動実験を行うことが妥当であると思われた。試験は、電撃を加えることに対する Passive
Avoidance(受動回避試験; 図２３)を行った。意欲の低下などの評価には尻尾をつかみ体を垂らすこ
とに対する抵抗時間を測定する Tail Suspension Test(尾懸垂試験

図２４)、掴む所のない水槽に入

れ、その状況に対する抵抗時間を測定する Force Swimming Test(強制水泳試験) (図２５)などにより
評価できるが、今回は老齢でマウスであるため Tail Suspension Test および Force Swimming Test で
は非常に身体的負荷が大きすぎると考えた。また、他の不安などを評価する方法として、高架式
十字迷路（図２５）や T 字迷路（図２６）などがあるが、これらは背景として存在する各個体の
行動量に大きく左右される。今回使用するマウスは老齢のマウスであるため行動量が非常に低下
していることが予測される。今回の低行動量状態で上記の方法を検討したとしても有意な差とし
て結果が得られ可能性は非常に低い。よって、今回、明確な差としてデータを得られる可能性の
高い電撃刺激による Passive Avoidance を選択した。Passive Avoidance は、2 つの Box で構成され
た装置で、一方が暗室、もう一方が明室となっている。マウスは夜行性のため極力暗室の方へ移
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動したがる性質をもつ。しかし、この装置では暗室に入ると一瞬電撃刺激が加えられる。マウス
は驚き明室に飛び出してくるが、しばらくするとまた様子を伺いながら暗室に移動する。そうし
てまた電撃を受ける。これを繰り返し、暗室に対する恐怖・不安が記憶される。これを一定期間
後にどれだけ記憶を維持しているか再度評価するという方法である。
検討マウスは、東京都老人総合研究所から譲渡いただいた 32 ヶ月齢、雌性 ICR マウス 11 匹お
よび 28 ヶ月齢、雄性 C57BL/6 マウス 2 匹である。初回に上記の刺激を 5 分間にわたり記憶させ
た。雌性の暗室に入った平均回数は 3.5 回であった。一方、雄性の方は活動性が非常に低く普段
のケージ内でもほとんど動くことはなく初回の試験でも暗室に入ることすらなかったため、検討
不可能であった。雌性マウスに関しては初回の試験 1 週間後、2 週間後に刺激記憶の確認を行っ
た。結果、1 週後・2 週後ともに全ての雌性マウスで刺激記憶が保持されていた(表５)。よって、
記銘力の低下は確認できなかった。しかし、マウスの 2 年という寿命およびこれまでの老齢マウ
スにおける脳組織学的検討から 32 ヶ月齢ではほぼ確実に若齢時より脱髄が進行している事が予
測できる。つまり、脳の脱髄状態と行動学的変化には時間的なギャップがあることが考えられる。
一見、行動的には異常を感じられなくても脳内では着実に脱髄が進行している可能性を否定でき
ないことになる。よって、上記の意味からも脳内の脱髄状態を出来るだけ早期から判定できる脱
髄マーカーの検索が必要となる。

明室

暗室
図-23

Passive Avoidance
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図-24

図-25

Tail suspension test

Force Swimming Test
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図-26

図-27

高架式十字迷路

T 字迷路試験
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32 ヶ月齢雌性 ICR マウス

28 ヶ月齢雄性 C57BL/6 マウス

刺激 1 週間後

0 / 11

－ /2

刺激 2 週間後

0 / 11

－ /2

表-4
２．３．２．７

電撃刺激ご 1 週、2 週における記銘力低下個体数

脳内脱髄状態を反映したマーカーを用いた末梢レベルでの定量系の確立

まず、脳内の脱髄状態を反映するマーカーに何を用いるかが大きな問題である。マウスにおけ
る MBP は主に 5 つのアイソフォームの存在が知られている。
（17.4 と 17.0kD を区別せず 4 つとす
るものも多い（図２８）
。これらのアイソフォームは 7 つあるエクソンのスプライシングバリアン
トにより作り出される。図２９にその一つである MBP21.5 のアミノ酸配列を示す。

MB P e x o n
21.5 kD

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

18.5 kD

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

17.4 kD

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

17.0 kD

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

14.0 kD

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

図-28

MBP のアイソフォーム

1

MASQKRPSQR HGSKYLATAS TMDHARHGFL PRHRDTGILD SIGRFFSGDR

51

G A PK RG S GK V P WL K QS R SP L P SH A RS RP G L C HM YK D SH T R TT H YG S LP QK

101

SQRTQDENPV VHFFKNIVTP RTPPPSQGKG RGLSLSRFSW GAEGQKPGFG
151

YGGRASDYKS AHKGFKGAYD AQGTLSKIFK LGGRDSRSGS PIARR
図-29

MBP のアミノ酸配列
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２．３．２．８

MBP Eliza のデザイン

測定系としは図３０に示すような ELISA が最も汎用されている。抗体を作成し、それをサンド
イッチにして抗原を認識するサンドイッチ ELISA が考えられる。
抗体作成のためにはこれらアイソフォームのうちのどれを対象に抗体を作成するかを検討しな
くてはならない。市販のものは MBP 抗体として入手可能であるが、MBP の抽出を行って、それ
を免疫したものらしく、認識アイソフォームも様々である。
そこでわれわれはまず脳内に存在するアイソフォームの詳細な検討から開始した。

；HRP-Avidin
；Biotinylated MBP Ab

; anti-MBP Ab

図-30
２．３．２．９

MBP 抗体を用いた Sandwich ELISA 系

MBP アイソフォームの単離

市販の MBP(BIOMOL 社)からまずアイソフォームを単離してくることを考えた。方法としては
UpState 社の Catch& Release を用いた。これは、溶液中の蛋白をカラムにトラップし、回収する
というものである。その後、分子量を確認するために TOF-MS にて測定した。その結果、1 kD 程
度のタンパクしか検出されなかった(図３１)。
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図-31

Catch & Release 後の回収産物 TOF-MS 解析

原因特定は非常に難しいが、本方法の過程で蛋白が細かく分解されてしまったことは事実であ
る。我々は少なくとも TOF-MS は分子量を単純に測定するものなのでここに原因があるとは考え
にくいと考察し、Catch & Release の段階に何かしらの失敗の原因があると考えた。何より、Catch
& Release はキット化されているためどのような反応が起きているか判断しにくい。
そこで MBP の回収に BiaCore システムを用いることにした。BiaCore システムは、2 物質間の
相互作用を見るのに非常に簡便で有用なシステムである。チップ上に抗体などをコーティングし、
そこにサンプルを流すことでコーティングしたものとサンプル中に存在するものとの相互作用を
見るものである。また、このシステムの優れている点は相互作用で結合している物質を再び解離
させ、回収できる点である。よって、我々はチップに MBP のモノクローナル抗体をコーティング
し、そこに市販の MBP を流し、実際に結合性を確認しながらその後結合している蛋白を回収した。
それを前回同様 TOF-MS にかけ、分子量を測定した。まず、そもそも市販の MBP 中にどのよう
な分子量の MBP がどの程度含まれているのかも確認しておかなければならないため、市販の MBP
をそのまま TOF-MS にかけた。その結果、14 kD、18 kD 付近に大きなピークが確認された(図３
２)。14 kD、18 kD は MBP のアイソフォームとして存在するので、確かに MBP が存在しているこ
とが確認できた。しかし、21.5 kD の MBP の存在はノイズレベルであり、確認できなかった。
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図-32

市販の MBP の TOF-MS 解析

次に、BiaCore システムにより回収した MBP を TOF-MS にかけた。結果、12.7 kD、14.7 kD 付
近に大きなピークが確認できた(図３３)。MBP の際のデータと比べると、14 kD、18 kD だったピ
ークが 12.7 kD、14.7 kD になったと考えるのが妥当である。よって MBP は TOF-MS のレーザー
照射の際に壊れる可能性があることがわかった。また、重要な 21.5 kD も同様に壊れると想定す
れば、18.9 kD 付近のピークがそれに該当する可能性があるが定かではないうえに有意なピークと
は言い切れない。よって、総評としては市販の MBP からの 21.5 kD MBP の単離は量的に非常に困
難であった。
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図-33

BiaCore にて回収した MBP の TOF-MS 解析

これに対する対策として、マウスの脳から実際に我々の手で Total MBP を大量に抽出する。MBP
はミエリン塩基性タンパクと言われるだけあって、pH 約 10.5 の強い塩基性を示す。
抽出はこの性質を利用する。簡便な方法を以下に示す。
①. 脳サンプルをホモジナイズする。
②. 遠心等で脂質を除去する。
③. pH7.5 の条件で遠心し、中性タンパクを除去する。
④. pH8.5 の条件で遠心し、酸性タンパクを除去する。
⑤. pH2.0 および 4.5 の条件で遠心し、塩基性タンパクを回収する。
抽出結果は図３４、３５に示す。TOF-MS では MBP が壊れる可能性がある上に、回収が不可能
であるため分子量の解析および回収は LC-MS を用いる。LC-MS で分子量を解析し、21.5 kD が検
出される時間を確認した後その流出時間の分画を回収し、検量線用の準品とする。
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21.5
18.5
17.0
14.0

MBP標準品
図-34

脳抽出液

脳からの抽出塩基性タンパク（SDS-PAGE）

図３５） 脳からの抽出塩基性タンパク（ウェスタンブロット；MBP 抗体）
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２．３．２．１０

結語

漢方薬人参養栄湯には MBP を介して脱髄細胞の再髄鞘化をすることが示された。再髄鞘化を担
う細胞はオリゴデンドロサイトであるが、人参養栄湯には前駆細胞からの成熟も促進し、さらに
髄鞘化を可能にすることが示された。
本漢方薬の効果を臨床的に証明するためにはその評価法を確立しなくてはならない。本研究で
は評価法の確立を目指し、MBP のアイソフォームに着目し、どのアイソフォームを認識するのが
最も適正評価につながるのかについての基礎研究を行った。
本研究は現在も継続中であり、その成果については本報告書にはすべて記載しきれないが、別
の形で報告していく予定である。
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付録 漢方薬の活性酸素吸収能（ORAC）評価
１．臨床的側面を踏まえての評価
漢方薬には抗酸化作用をもつといわれているが、その評価方法はこれまで利用しうる有効なものはなか
った。近年、活性酸素吸収能（orac）が開発され、食品に関しては広く利用されるようになっている。昨年
18 年度から漢方薬の活性酸素吸収能（orac）について、測定を行い、その評価を行ってきた。しかし、漢
方薬数が少なく、評価は困難であった。今年 19 年度においては、漢方薬の種類を大幅に増やし、また、
製薬メーカー間の比較も可能なように、検討する漢方薬を選別した。今回得られた orac 値を様々な臨床
的側面から評価した。
酸化ストレスは、細胞障害、DNA 障害となって現われる。それに対して抗酸化作用としては、炎症抑制、
末梢循環の改善、などがその側面として考えられる。このような意味で、漢方薬としては清熱剤、駆瘀血
剤、などが候補薬として考慮された。そこで、orac 値高値のものをぬきだすと以下の表のようになる。
表-1 orac 値高値の漢方薬
漢方薬名

orac 値（μmol TE/g）

葛根湯

462.58

葛根湯加川芎辛夷

491.08

柴胡桂枝乾姜湯

405.49

荊芥連翹湯

558.30

潤腸湯

570.01

清上防風湯

477.27

桃核承気湯

471.83

防風通聖散

479.20

参蘇飲

404.37

女神散

449.55

香蘇散

452.04

柴陷湯

451.28

調胃承気湯

471.67

柴胡清肝湯

556.90

抑肝散加陳皮半夏

420.19

大黄甘草湯

583.82

当帰飲子

578.29

治打撲一方

453.86

竹筎温胆湯

493.49

柴朴湯

435.87

升麻葛根湯

451.62
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通導散

788.44

三黄瀉心湯

490.04

川芎茶調散

444.05

麻子仁丸

716.32

大承気湯

730.10

桂枝加芍薬大黄湯

456.68

茵蔯蒿湯

443.72

同一メーカーのもののみ表記した。
上記の表から、一定の特徴が推察される。すなわち、１）大黄剤（潤腸湯・桃核承気湯・防風通聖散・調
胃承気湯・大黄甘草湯・治打撲一方・通導散・三黄瀉心湯・麻子仁丸・大承気湯・桂枝加芍薬大黄湯・茵
蔯蒿湯）の orac 値が高い。２）筋緊張緩和が期待できる漢方薬（葛根湯・葛根湯加川芎辛夷・参蘇飲・柴
朴湯・升麻葛根湯・通導散・大承気湯・麻子仁丸）の orac 値が高い。３）大黄以外の清熱剤を含む漢方薬
（柴胡桂枝乾姜湯・荊芥連翹湯・清上防風湯・参蘇飲・女神散・香蘇散・柴陷湯・柴胡清肝湯・竹筎温胆
湯・柴朴湯・三黄瀉心湯・川芎茶調散・茵蔯蒿湯）の orac 値が高い。
大黄剤としては、上記のように多種のものがある。潤腸湯の構成生薬としては、当帰･地黄各 4.0;麻子
仁･桃仁･杏仁･枳実･厚朴･黄芩各 2.0;甘草 1.5;大黄 1.0(適量)である。桃核承気湯の構成生薬としては、
桃仁 5.0;桂枝 4.0;芒硝 2.0;大黄 2.0(適量);甘草 1.5 である。防風通聖散の構成生薬としては、滑石 3.0;
石膏･黄芩･桔梗･甘草･朮各 2.0;大黄･芒硝各 1.5(適量)、防風･川芎･当帰･芍薬･薄荷･麻黄･連翹･荊芥･
梔子･乾生姜各 1.2 である。調胃承気湯の構成生薬としては、大黄 2.0(適量);甘草･芒硝各 1.0 である。大
黄甘草湯の構成生薬としては、大黄 4.0(適量);甘草 2.0 である。治打撲一方:樸樕･川骨･川芎･桂枝各
3.0;丁子･甘草各 1.5;大黄 1.0～1.5(適量) である。通導散の構成生薬としては、芒硝･当帰各 3.0;枳実･
厚朴･陳皮･木通･紅花･蘇木･甘草各 2.0;大黄 1.0(適量) である。三黄瀉心湯の構成生薬としては、大黄･
黄連･黄芩各 1.0 である。麻子仁丸の構成生薬としては、麻子仁 5.0;大黄 4.0;芍薬･枳実･厚朴･杏仁各
2.0;煉蜜である。大承気湯の構成生薬としては、厚朴 5.0;枳実･芒硝各 3.0;大黄 2.0(適量) である。桂枝
加芍薬大黄湯の構成生薬としては、芍薬 6.0;桂枝･生姜･大棗各 4.0;甘草 2.0;大黄 1.0(適量) である。茵
陳蒿湯の構成生薬としては、茵陳蒿 4.0;梔子 3.0;大黄 1.0(適量) である。大黄含有量が多いと orac 値も
高い傾向があるが、一概にはいえない。orac 値が極めて高いものとしては、通導散、麻子仁丸、大承気
湯がある。これらの漢方薬と特徴としては、大黄の他、筋緊張を緩和する厚朴が含まれることである。特徴
の２）として記したように、厚朴も orac 値を高くする一要因と考えられる。このような要因が重なる方がより
orac 値を高める可能性が考えられる。
筋緊張緩和が期待できる漢方薬としても各種の方剤がある。葛根湯の構成生薬としては、葛根 5.0;麻
黄･大棗各 4.0;桂枝･芍薬･生姜各 3.0;甘草 2.0 である。葛根湯加川芎辛夷の構成生薬としては、葛根
5.0;麻黄･大棗各 4.0;桂枝･芍薬･生姜各 3.0;川芎･辛夷･甘草 2.0 である。参蘇飲の構成生薬としては、
半夏･茯苓各 3.0;葛根･前胡･桔梗･陳皮各 2.0;人参･生姜･大棗各 1.5;木香･蘇葉･枳実･甘草各 1.0 であ
る。柴朴湯の構成生薬としては、柴胡 7;半夏･茯苓各 5;黄芩･大棗･人参･厚朴各 3;甘草･蘇葉各 2;生姜 1
である。升麻葛根湯の構成生薬としては、葛根 5.0;芍薬 3.0;升麻･乾生姜各 2.0;甘草 1.5 である。通導
散・大承気湯・麻子仁丸は上記に記載した。これらの筋緊張緩和として作用する漢方薬の構成生薬とし
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て、葛根、厚朴が主なものと考えられる。大黄を含有しない漢方薬では、orac 値が 400 台のことが多く、こ
れら筋緊張の緩和のみでは、極めて高い抗酸化作用は期待しにくいといえる。
大黄は瀉下作用とともに清熱作用ももつ。このため、大黄以外の清熱剤による抗酸化作用を見てみた。
大黄以外の清熱剤を含む漢方薬としても各種ある。柴胡桂枝乾姜湯の構成生薬としては、柴胡 5.0;桂
枝･括呂根･黄芩･牡蛎各 3.0;甘草･乾姜各 2.0 である。荊芥連翹湯の構成生薬としては、荊芥･連翹･防
風･当帰･川芎･芍薬･柴胡･枳実･黄芩･梔子･白芷･桔梗各 1.5;甘草 1.0 である。清上防風湯の構成生薬と
しては、防風･桔梗･連翹･白芷･川芎･黄芩各 2.5;梔子 2.0;枳実･甘草各 1.5;荊芥･薄荷･黄連各 1.0 であ
る。参蘇飲の構成生薬としては、半夏･茯苓各 3.0;葛根･前胡･桔梗･陳皮各 2.0;人参･生姜･大棗各 1.5;
木香･蘇葉･枳実･甘草各 1.0 である。女神散の構成生薬としては、当帰･川芎･桂枝･白朮･黄芩･香附子･
梹榔各 3;木香･黄連各 2;人参･甘草各 1.5;大黄 1(適量);丁子 0.5 である。香蘇散の構成生薬としては、
香附子 4.0;乾生姜･陳皮･蘇葉各 2.0;甘草 1.5 である。柴陥湯の構成生薬としては、柴胡 6.0;半夏 5.0;
生姜 4.0;黄芩･人参･大棗･括呂仁各 3.0;甘草 2.0;黄連 1.0 である。柴胡清肝湯の構成生薬としては、栝
楼根･地黄･甘草･桔梗･芍薬･川芎･当帰･薄荷葉･連翹･牛蒡子各 1.25、柴胡 1;黄芩･黄柏･黄連･山梔子
各 0.75 である。竹茹温胆湯の構成生薬としては、半夏 5.0;麦門冬 4.0 柴胡･竹茹･茯苓各 3.0;桔梗･枳実･
陳皮･香附子･乾生姜各 2.0;黄連･人参･甘草各 1.0 である。柴朴湯の構成生薬としては、柴胡 7;半夏･茯
苓各 5;黄芩･大棗･人参･厚朴各 3;甘草･蘇葉各 2;生姜 1 である。川芎茶調散の構成生薬としては、川芎･
香附子各 3.0;薄荷･荊芥･防風･白芷･羗活各 2.0;甘草･細茶各 1.5 である。茵蔯蒿湯、三黄瀉心湯につい
ては既述した。清熱剤としては、黄連、黄芩、柴胡、山梔子、黄柏、連翹、牛蒡子、薄荷などが考えられる。
一般的に黄連解毒湯は黄連・黄芩・黄柏・山梔子と各種主要な清熱剤で構成されているが、orac 値は
400 以下であった。このような点からして、清熱剤として、抗酸化作用に強く関係する生薬は黄連・黄芩・
黄柏・山梔子以外にある可能性が考えられる。香蘇散のような解表薬で orac 値は 452 と高値であったこと
からして、清熱剤として関係する生薬は蘇葉である。蘇葉は解毒剤としても有用なものであり、orac 値にも
有意に作用したと考えられる。
抑肝散加陳皮半夏・当帰飲子の orac 値は比較的高値であった。この点に関しては、どのような機序によ
るものかは不明である。上記に述べた大黄、清熱剤、筋弛緩では説明できない。抑肝散加陳皮半夏は清
熱剤として柴胡を含むが、これのみで説明できない。本剤は基本的に理気薬であり、このような理気に関
する生薬が抗酸化作用に重要であるかもしれない。一方、当帰飲子は滋潤剤である。蒺藜子という瘙痒
を抑制する作用を有する生薬が含有されており、この作用が抗酸化と関係する可能性も考えられる。
次に、漢方薬の生薬構成から、orac 値を比較してみる。漢方薬はある基本方剤からいくつかの生薬を
加味することで、方剤が発展的に展開することがある。このような例を取り上げて、orac 値について考察す
る。まず、基本方剤から展開した漢方薬とその orac 値を表に示し、解説する。
表-2 桂枝加芍薬湯の方剤展開と orac 値
方剤名

方剤基本構成

orac 値（μmol TE/g）

桂枝加芍薬湯
桂枝加芍薬大黄湯

239.56
桂枝加芍薬湯＋大黄

456.68
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小建中湯

桂枝加芍薬湯＋膠飴

122.68

黄耆建中湯

桂枝加芍薬湯＋膠飴＋黄耆

120.78

当帰建中湯

桂枝加芍薬湯＋当帰

256.40

同一メーカーのものを使用した。
桂枝加芍薬湯は、芍薬 6.0;桂枝･生姜･大棗各 4.0;甘草 2.0 から構成されており、桂枝加芍薬大黄湯は
桂枝加芍薬湯に大黄が加わっただけである。桂枝加芍薬大黄湯において orac 値が大幅に高くなったこ
とから、大黄により抗酸化作用が増強することが考えられる。この点は既述したとおりである。一方、他の
方剤は基本的に補剤を追加した形となっている。小建中湯は桂枝加芍薬湯に膠飴を加味して、脾胃（消
化器系）の機能を高めるよう作用する。また、黄耆建中湯は小建中湯にさらに脾胃・肺を強化するよう黄
耆が加味されたものである。このような漢方でいう気を補う方剤においては抗酸化作用を強く期待できな
いことが理解される。当帰建中湯は桂枝加芍薬湯に血を補う当帰が加味されたものである。当帰には血
を補うほかに、血行を改善させる駆瘀血作用もある。このため、小建中湯、黄耆建中湯と異なり、抗酸化
作用が強めに現われる可能性が考えられる。
表-3 腎気丸の方剤展開と orac 値
方剤名

方剤基本構成

orac 値（μmol TE/g）

六味丸

245.73

八味地黄丸

六味丸＋桂皮＋附子

140.00

牛車腎気丸

六味丸＋桂皮＋附子＋牛膝＋車前子

146.27

六味丸は漢方医学的には虚熱を改善するいわば清熱作用をもつ方剤と位置づけられる。六味丸は乾
地黄 6.0;山茱萸･山薬･沢瀉･牡丹皮･茯苓各 3.0;煉蜜で構成される。一方、八味地黄丸は六味丸に桂皮、
附子を加味して、温熱作用を高め、全体として温熱作用が期待された方剤である。牛車腎気丸は八味地
黄丸に牛膝、車前子をさらに加味して利水作用から、最終的に温熱を強めた方剤である。このような考え
方からすれば、既述した清熱作用により抗酸化作用が強化されるという考察に一致した所見とみなすこと
ができる。全体として六味丸に強い清熱作用はないため、orac 値の絶対値は高くない。あくまでも腎気丸
との比較において高いだけである。
表-4 桂枝湯の方剤展開と orac 値
方剤名

方剤基本構成

orac 値（μmol TE/g）

桂枝湯
桂枝加竜骨牡蛎湯

240.57
桂枝湯＋竜骨・牡蛎
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166.22

桂枝加朮附湯

桂枝湯＋朮・附子

233.48

桂枝加苓朮附湯

桂枝湯＋朮・附子・茯苓

228.02

桂枝加黄耆湯

桂枝湯＋黄耆

89.70

桂枝加葛根湯

桂枝湯＋葛根

101.65

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝湯＋厚朴・杏仁

183.26

葛根湯

桂枝湯＋麻黄・葛根

462.58

葛根湯加川芎辛夷

葛根湯＋川芎・辛夷

491.08

当帰四逆加呉茱萸生姜湯

桂枝湯＋呉茱萸・当帰・木通・細辛 362.24

桂枝加芍薬湯

桂枝湯（芍薬増量）

239.56

桂枝加苓朮附湯、および桂枝加黄耆湯・桂枝加葛根湯・桂枝加厚朴杏仁湯は別メーカーである。
桂枝湯は漢方医学において経方の権輿といわれ、基本中の基本となる方剤である。感冒初期によく処
方される発表剤である。この桂枝湯は桂枝･芍薬･生姜･大棗各 4.0;甘草 2.0 で構成されている。桂枝加竜
骨牡蛎湯は桂枝湯に精神安定作用をもつ竜骨・牡蛎を加味した処方である。いわゆる気逆を呈したおり、
交感神経系の過敏病態に投与される。このような気に作用する治療薬には抗酸化作用が強くは存在しな
いといえる。桂枝加朮附湯は桂枝湯に朮・附子が加味されている。関節炎、神経痛によく使用される。朮
で利水、附子で鎮痛・加温する。清熱とは逆行する作用であるため、orac 値の上昇は認められなかった。
桂枝加苓朮附湯は桂枝湯に朮・附子・茯苓が加味された処方である。桂枝加朮附湯にさらに利水を強化
するために茯苓が加味されている。利水により温補が強化されているため、orac 値は桂枝加朮附湯よりや
や低い。桂枝加黄耆湯は桂枝湯に補気作用を強くもつ黄耆を加味した処方である。気を高め、冷えを改
善する作用があるため、清熱とは逆方向の作用である。よって、orac 値は極めて低値となった。桂枝加葛
根湯は桂枝湯に葛根が加味されている。桂枝湯が投与される病態に肩こりなどが随伴するものに適応さ
れる。これまでの考察からして、筋弛緩効果が期待できる場合、orac 値が高値を示す可能性があるはず
であるが、本方は逆に低値であった。ただ、今回検討した方剤が桂枝湯とは異なるメーカー製剤であるこ
とがデータが乖離した要因として考えられる。桂枝加厚朴杏仁湯は桂枝湯に厚朴・杏仁が加味された処
方である。本方は感冒初期に咳嗽が強く伴う場合に投与される。厚朴・杏仁は鎮咳去痰作用が期待され
ている。筋弛緩作用がある場合に orac 値の上昇が期待できるはずであるが、本方では逆に低下している。
このような生薬構成において筋弛緩効果が発揮されにくい可能性、また、本方も桂枝湯とは異なるメーカ
ー製剤である可能性が考えられる。葛根湯は桂枝湯に麻黄・葛根が加味された処方である。麻黄・葛根
が加味されることで、桂枝湯とは全く適応が異なることになる。すなわち、桂枝湯は虚証の体質のものに
投与されるが、葛根湯は実証の体質のものとなる。筋弛緩作用が期待される葛根の加味で、orac 値は高
値となった。本方は桂枝湯と同じメーカー製剤であるため、メーカー間の差は考慮されなくてよい。葛根
湯加川芎辛夷は葛根湯にさらに川芎・辛夷が加味された処方である。川芎・辛夷により鎮痛、鼻閉塞の
改善が期待される。川芎には駆瘀血作用も期待されるため、orac 値は葛根湯よりやや高値であった。当
帰四逆加呉茱萸生姜湯は本来の解釈では、当帰四逆湯に呉茱萸・生姜が加味された処方であるが、こ
れは桂枝湯に呉茱萸・当帰・木通・細辛が加味された方剤とみなすことも可能である。そうすると、呉茱
萸・当帰・木通・細辛により、温補、駆瘀血、行氣が期待される。全体としては温める方向に作用する方剤
である。この点で orac 値が桂枝湯より高値であったことの説明は困難である。桂枝加芍薬湯は亢盛証藥
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は桂枝湯と同等であるが、芍薬が増量された処方である。桂枝湯が感冒初期に使用されるが、桂枝加芍
薬湯は下痢、など桂枝湯とは全く異なる病態に投与される。全体として温補の作用が増強しており、orac
値は低い可能性が考えられるが、今回の検討では桂枝湯とほぼ同等であった。
次に製剤メーカー間の orac 値の差について検討した。以下に今回の測定において、ある程度メーカー
毎に検討できた主要方剤についてメーカーによる orac 値の差を表に提示する。
表-5 大柴胡湯の orac 値
方剤名
大柴胡湯

orac 値（μmol TE/g）
802.45 655.71 453.26 581.00 766.14 624.79 600.64 624.14 584.37
512.48

表-6 小柴胡湯の orac 値
方剤名
小柴胡湯

orac 値（μmol TE/g）
368.89 383.84 304.71 299.81 505.54 303.85

表-７ 黄連解毒湯の orac 値
方剤名
黄連解毒湯

orac 値（μmol TE/g）
369.48 443.08 319.14 327.96

表-8 補中益気湯の orac 値
方剤名
補中益気湯

orac 値（μmol TE/g）
300.20 314.99 227.36 238.02 274.96 254.61 195.66 248.48
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表-9 十全大補湯の orac 値
方剤名

orac 値（μmol TE/g）

十全大補湯

186.68 296.16 174.59 267.36 206.49 201.80 166.15

表-10 防風通聖散の orac 値
方剤名

orac 値（μmol TE/g）

防風通聖散

479.20 630.44 466.69 587.21 526.28 510.11 507.53

表-11 通導散の orac 値
方剤名

orac 値（μmol TE/g）

通導散

788.44 668.90 679.21

検討した方剤に関しては、メーカー間によって、測定値がある程度差が認められたが、その差は小さい
ものと思われる。なお、測定値の示した順序は各方剤で一定ではない。
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２．漢方薬の ORAC 値表記法
用語での混乱を避けるために、本付録２では、漢方薬における生薬（素材）を混合したものを方剤と呼
ぶことにする。また、生薬や方剤の成分を抽出し乾燥させた物を生薬エキス、方剤エキスと呼ぶ。さらに、
薬剤として飲みやすくするために方剤エキスに賦形剤を加えた物を処方薬と呼ぶことにする。
２．１ 方剤
ORAC 値は、1g 当たりの活性酸素吸収能力をトロロックス（Trolox：ビタミン E 類似体）に対比させた値で
ある。付録１で示した ORAC 値は、全て医療用の処方薬での値である。処方薬には、方薬エキスを飲み
やすくするために、主に乳糖が賦形剤として混合されている。従って、処方薬の ORAC 値と方剤エキスの
ORAC 値は異なる。さらには、方剤エキスの ORAC 値と方剤の ORAC 値も当然異なる。処方薬における
方剤エキスの重量比率は処方薬により異なる。また、方剤から抽出される方剤エキスの重量比率も方剤
により異なる。このため、漢方薬の ORAC 値による抗酸化能評価は、厳密には、漢方薬を処方薬・方剤・
方剤エキスの中のどれとしてとらえるかにより異なってくる。
表-1 に、処方薬・方剤・方剤エキスとしての漢方薬の ORAC 値を、処方薬としての漢方薬の ORAC 値が
大きい順に 50 薬に対して示した。同様に、表-2 には、方剤としての漢方薬の ORAC 値が大きい順に 50
薬の値を示した。さらに、表-3 には、同様に方剤エキスとしての漢方薬の ORAC 値が大きい順に 50 薬の
値を示した。また、表-1～3 における、大きな順の処方薬、方剤、方剤エキスとしての漢方薬の ORAC 値
を、それぞれ、図-1～3 にグラフとして示した。図中の誤差棒は標本平均の標準誤差を表す。
図表中の処方薬としての漢方薬の ORAC 値は、測定値である。方剤、方剤エキスとしての漢方薬の
ORAC 値は、測定値からの換算値である。換算における、処方薬中の方剤エキスの重量比率、および、
方剤から抽出される方剤エキスの重量比率は、医薬品添付書中の値から算出された。なお、賦形剤の
ORAC 値は十分に小さいと考えられたため、換算においては賦形剤の ORAC 値への影響は無視された。
また、方剤エキス抽出段階で抜け落ちる物質の ORAC 値への影響も無視している。
医薬品添付書より、1 日の用量はほとんどの処方薬において同重量となっている。従って、処方薬として
の漢方薬の ORAC 値による抗酸化能の評価は、医薬品としての投与での抗酸化作用の in vitro での評
価に相当する。一方、方剤としての漢方薬の ORAC 値による抗酸化能の評価は、生薬の混合物としての
方剤をそのまま食した場合の抗酸化作用の in vitro での評価に相当し、他の食材との比較に用いやすい。
また、方剤エキスとしての漢方薬の ORAC 値による抗酸化能の評価は、生化学物質としての抗酸化作用
の in vitro での評価に相当し、他の化学物質との比較において利用しやすいといえる。
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No.

漢方薬名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

通導散
大承気湯
麻子仁丸
大黄甘草湯
当帰飲子
潤腸湯
荊芥連翹湯
柴胡清肝湯
竹筎温胆湯
葛根湯加川芎辛夷
三黄瀉心湯
防風通聖散
清上防風湯
桃核承気湯
調胃承気湯
葛根湯
桂枝加芍薬大黄湯
治打撲一方
大柴胡湯
香蘇散
升麻葛根湯
柴陥湯
女神散
川芎茶調散
茵蔯蒿湯
柴朴湯
抑肝散加陳皮半夏
柴胡桂枝乾姜湯
参蘇飲
辛夷清肺湯
神秘湯
防已黄耆湯
ニ朮湯
清心蓮子飲
乙字湯
半夏瀉心湯
平胃散
黄連解毒湯
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
五淋散
治頭瘡一方
大黄牡丹皮湯
柴胡加竜骨牡蛎湯
消風散
五積散
茯苓飲合半夏厚朴湯
四逆散
三物黄芩湯
排膿散及湯
抑肝散

処方
788.44
730.10
716.32
583.82
578.29
570.01
558.30
556.90
493.49
491.08
490.04
479.20
477.27
471.83
471.67
462.58
456.68
453.86
453.26
452.04
451.62
451.28
449.55
444.05
443.72
435.87
420.19
405.49
404.37
399.77
399.55
394.19
388.22
386.26
385.81
385.46
374.15
369.48
362.24
361.55
346.72
346.38
340.41
338.62
336.66
335.83
332.18
330.33
314.78
311.70

ORAC (μmol TE/g)
方剤
259.35
484.58
316.02
729.78
160.64
174.49
167.49
181.60
127.63
175.39
408.37
136.65
159.09
245.74
1010.72
192.74
180.27
219.61
147.80
322.89
282.27
135.38
140.48
166.52
415.98
96.15
110.58
138.24
147.94
111.05
149.83
159.81
100.40
109.32
165.35
156.27
207.86
326.01
113.20
79.75
157.60
145.95
89.58
105.82
114.77
88.38
199.31
206.45
138.87
114.04

表-1 処方薬 ORAC 値が大きい 50 薬
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エキス
1314.06
1825.25
2387.72
2919.12
867.44
855.02
930.50
879.31
672.94
920.78
2100.18
798.67
753.58
1179.57
2830.01
925.17
856.27
1512.87
755.43
1695.17
1505.41
676.92
749.25
1024.73
2218.58
653.80
700.31
868.91
758.19
666.29
1089.68
788.37
582.32
579.39
723.38
642.44
863.41
1847.38
679.20
542.33
866.79
742.25
567.35
634.90
631.23
559.71
1107.27
660.65
524.63
719.31

通導散
大承気湯
麻子仁丸
大黄甘草湯
当帰飲子
潤腸湯
荊芥連翹湯
柴胡清肝湯
竹筎温胆湯
葛根湯加川芎辛夷
三黄瀉心湯
防風通聖散
清上防風湯
桃核承気湯
調胃承気湯
葛根湯
桂枝加芍薬大黄湯
治打撲一方
大柴胡湯
香蘇散
升麻葛根湯
柴陥湯
女神散
川芎茶調散
茵蔯蒿湯
柴朴湯
抑肝散加陳皮半夏
柴胡桂枝乾姜湯
参蘇飲
辛夷清肺湯
神秘湯
防已黄耆湯
ニ朮湯
清心蓮子飲
乙字湯
半夏瀉心湯
平胃散
黄連解毒湯
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
五淋散
治頭瘡一方
大黄牡丹皮湯
柴胡加竜骨牡蛎湯
消風散
五積散
茯苓飲合半夏厚朴湯
四逆散
三物黄芩湯
排膿散及湯
抑肝散
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図-1 処方薬 ORAC 値の高値 50
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No.

漢方薬名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

調胃承気湯
大黄甘草湯
大承気湯
茵蔯蒿湯
三黄瀉心湯
黄連解毒湯
香蘇散
麻子仁丸
升麻葛根湯
通導散
桃核承気湯
治打撲一方
平胃散
三物黄芩湯
桔梗湯
四逆散
葛根湯
麻黄附子細辛湯
柴胡清肝湯
桂枝加芍薬大黄湯
立効散
葛根湯加川芎辛夷
潤腸湯
荊芥連翹湯
川芎茶調散
乙字湯
呉茱萸湯
当帰飲子
防已黄耆湯
清上防風湯
治頭瘡一方
半夏瀉心湯
神秘湯
参蘇飲
大柴胡湯
大黄牡丹皮湯
女神散
ニ陳湯
排膿散及湯
柴胡桂枝乾姜湯
防風通聖散
柴陥湯
桂枝人参湯
竹筎温胆湯
半夏厚朴湯
桂枝湯
温清飲
五積散
芍薬甘草湯
抑肝散

処方
471.67
583.82
730.10
443.72
490.04
369.48
452.04
716.32
451.62
788.44
471.83
453.86
374.15
330.33
136.11
332.18
462.58
202.09
556.90
456.68
204.26
491.08
570.01
558.30
444.05
385.81
227.52
578.29
394.19
477.27
346.72
385.46
399.55
404.37
453.26
346.38
449.55
299.08
314.78
405.49
479.20
451.28
260.92
493.49
285.24
240.57
278.55
336.66
182.65
311.70

ORAC (μmol TE/g)
方剤
1010.72
729.78
484.58
415.98
408.37
326.01
322.89
316.02
282.27
259.35
245.74
219.61
207.86
206.45
204.16
199.31
192.74
189.45
181.60
180.27
180.23
175.39
174.49
167.49
166.52
165.35
162.52
160.64
159.81
159.09
157.60
156.27
149.83
147.94
147.80
145.95
140.48
140.19
138.87
138.24
136.65
135.38
130.46
127.63
125.84
116.40
116.06
114.77
114.16
114.04

表-2 方剤 ORAC 値が大きい 50 薬
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エキス
2830.01
2919.12
1825.25
2218.58
2100.18
1847.38
1695.17
2387.72
1505.41
1314.06
1179.57
1512.87
863.41
660.65
816.64
1107.27
925.17
1010.43
879.31
856.27
1021.30
920.78
855.02
930.50
1024.73
723.38
758.41
867.44
788.37
753.58
866.79
642.44
1089.68
758.19
755.43
742.25
749.25
747.69
524.63
868.91
798.67
676.92
782.76
672.94
855.73
601.42
557.10
631.23
547.95
719.31

調胃承気湯
大黄甘草湯
大承気湯
茵蔯蒿湯
三黄瀉心湯
黄連解毒湯
香蘇散
麻子仁丸
升麻葛根湯
通導散
桃核承気湯
治打撲一方
平胃散
三物黄芩湯
桔梗湯
四逆散
葛根湯
麻黄附子細辛湯
柴胡清肝湯
桂枝加芍薬大黄湯
立効散
葛根湯加川芎辛夷
潤腸湯
荊芥連翹湯
川芎茶調散
乙字湯
呉茱萸湯
当帰飲子
防已黄耆湯
清上防風湯
治頭瘡一方
半夏瀉心湯
神秘湯
参蘇飲
大柴胡湯
大黄牡丹皮湯
女神散
ニ陳湯
排膿散及湯
柴胡桂枝乾姜湯
防風通聖散
柴陥湯
桂枝人参湯
竹筎温胆湯
半夏厚朴湯
桂枝湯
温清飲
五積散
芍薬甘草湯
抑肝散
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No.

漢方薬名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

大黄甘草湯
調胃承気湯
麻子仁丸
茵蔯蒿湯
三黄瀉心湯
黄連解毒湯
大承気湯
香蘇散
治打撲一方
升麻葛根湯
通導散
桃核承気湯
四逆散
神秘湯
苓桂朮甘湯
安中散
川芎茶調散
立効散
麻黄附子細辛湯
麻黄湯
荊芥連翹湯
葛根湯
葛根湯加川芎辛夷
柴胡清肝湯
柴胡桂枝乾姜湯
当帰飲子
治頭瘡一方
平胃散
桂枝加芍薬大黄湯
半夏厚朴湯
潤腸湯
五虎湯
大建中湯
桔梗湯
防風通聖散
防已黄耆湯
桂枝人参湯
呉茱萸湯
参蘇飲
大柴胡湯
清上防風湯
女神散
ニ陳湯
大黄牡丹皮湯
乙字湯
抑肝散
麻杏薏甘湯
抑肝散加陳皮半夏
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
柴陥湯

処方
583.82
471.67
716.32
443.72
490.04
369.48
730.10
452.04
453.86
451.62
788.44
471.83
332.18
399.55
215.42
206.39
444.05
204.26
202.09
227.26
558.30
462.58
491.08
556.90
405.49
578.29
346.72
374.15
456.68
285.24
570.01
253.31
70.34
136.11
479.20
394.19
260.92
227.52
404.37
453.26
477.27
449.55
299.08
346.38
385.81
311.70
280.56
420.19
362.24
451.28

ORAC (μmol TE/g)
方剤
729.78
1010.72
316.02
415.98
408.37
326.01
484.58
322.89
219.61
282.27
259.35
245.74
199.31
149.83
107.71
110.57
166.52
180.23
189.45
109.96
167.49
192.74
175.39
181.60
138.24
160.64
157.60
207.86
180.27
125.84
174.49
82.60
52.75
204.16
136.65
159.81
130.46
162.52
147.94
147.80
159.09
140.48
140.19
145.95
165.35
114.04
110.75
110.58
113.20
135.38

表-3 方剤エキス ORAC 値が大きい 50 薬
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エキス
2919.12
2830.01
2387.72
2218.58
2100.18
1847.38
1825.25
1695.17
1512.87
1505.41
1314.06
1179.57
1107.27
1089.68
1077.11
1031.97
1024.73
1021.30
1010.43
973.95
930.50
925.17
920.78
879.31
868.91
867.44
866.79
863.41
856.27
855.73
855.02
844.37
844.05
816.64
798.67
788.37
782.76
758.41
758.19
755.43
753.58
749.25
747.69
742.25
723.38
719.31
701.39
700.31
679.20
676.92

大黄甘草湯
調胃承気湯
麻子仁丸
茵蔯蒿湯
三黄瀉心湯
黄連解毒湯
大承気湯
香蘇散
治打撲一方
升麻葛根湯
通導散
桃核承気湯
四逆散
神秘湯
苓桂朮甘湯
安中散
川芎茶調散
立効散
麻黄附子細辛湯
麻黄湯
荊芥連翹湯
葛根湯
葛根湯加川芎辛夷
柴胡清肝湯
柴胡桂枝乾姜湯
当帰飲子
治頭瘡一方
平胃散
桂枝加芍薬大黄湯
半夏厚朴湯
潤腸湯
五虎湯
大建中湯
桔梗湯
防風通聖散
防已黄耆湯
桂枝人参湯
呉茱萸湯
参蘇飲
大柴胡湯
清上防風湯
女神散
ニ陳湯
大黄牡丹皮湯
乙字湯
抑肝散
麻杏薏甘湯
抑肝散加陳皮半夏
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
柴陥湯
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２．２ 生薬
生薬に関しても、生薬（素材）と生薬エキスでは ORAC 値は当然異なり、また、生薬により抽出されるエ
キスの重量比率も異なる。そのため、厳密には、漢方生薬を生薬（素材）・生薬エキスのどちらでとらえる
かにより、ORAC 値による抗酸化能評価は異なってくる。
表-4 に、生薬（素材）と生薬エキスでの ORAC 値を、31 種の生薬に対して示す。また、図-4 と図-5 に、
それぞれ、生薬（素材）と生薬エキスの ORAC 値をグラフとして示す。図中の誤差棒は標本平均の標準誤
差を表す。
生薬エキスの ORAC 値は測定値である。生薬（素材）の ORAC 値は、生薬エキスの測定値からの換算
値である。換算のための、生薬（素材）からの生薬エキスの抽出重量比率は、漢方薬製剤メーカーからの
提供値を使用した。なお換算に際しては、エキス抽出段階で抜け落ちる物質の ORAC 値への影響は無
視している。
方剤の場合と同様に、生薬エキスとしての漢方生薬の ORAC 値による抗酸化能の評価は、生化学物質
としての抗酸化作用の in vitro での評価に相当し、他の化学物質との比較において利用しやすい。一方、
生薬（素材）としての漢方生薬の ORAC 値による抗酸化能の評価は、生薬（素材）をそのまま食した場合
の抗酸化作用の in vitro での評価に相当し、他の食材との比較に用いやすいといえる。特に、図表に示さ
れた生薬は、薬膳に使用される代表的な生薬である。

漢方生薬名
茵陳蒿
黄耆
黄芩
黄柏
黄連
遠志
乾姜
甘草
桂皮
厚朴
牛膝
柴胡
山梔子
山茱萸
山椒
地黄
芍薬
生姜
川芎
蒼朮
蘇葉
大棗
沢瀉
陳皮
当帰
桃仁
人参
白朮
茯苓
牡丹皮
麻黄

ORAC (μmol TE/g)
生薬
エキス
23.37
111.30
17.52
56.52
113.36
323.89
60.46
287.92
35.20
167.60
12.20
48.79
8.06
35.05
21.84
80.88
26.97
337.10
26.95
269.49
8.38
16.11
3.58
13.24
13.77
57.37
5.31
12.64
56.23
267.75
1.23
2.28
20.82
49.57
5.67
18.28
7.87
21.85
4.97
16.03
77.69
337.79
4.16
8.16
7.40
22.43
25.75
58.52
9.72
24.30
-0.47
-2.45
1.53
3.55
9.89
20.19
0.43
30.88
24.37
97.49
16.20
85.27

表-4 漢方生薬の ORAC 値
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図-4 漢方生薬の生薬（素材）としての ORAC 値
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図-5 漢方生薬の生薬エキスとしての ORAC 値
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